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第 11 回年次大会実行委員会 
山中浩司（大阪大学・委員長）・立石裕二（関西学院大学）・栗原亘（高千穂大学）・山田陽

子（大阪大学）・森田敦郎（大阪大学）・諏訪敏幸（大阪大学）・河村賢（大阪大学）・菅原慎

悦（関西大学）・寿楽浩太（東京電機大学） 
  



 2 

【会場】 
大阪大学 吹田キャンパス 人間科学研究科 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘１−2 
アクセスの詳細は右記をご覧下さい。https://www.hus.osaka-u.ac.jp/ja/access.html 
大阪モノレール彩都線：「阪大病院前」駅下車 徒歩約 10 分 
阪急バス：北大阪急行千里中央駅より「阪大本部前」（164 系統、171 系統）行き「茨木美

穂ヶ丘」（103 系統、105 系統）行き 約 15 分 
近鉄バス：阪急電鉄京都線茨木市駅より「阪大本部前」（24 系統）行き 約 30 分、JR 東

海道本線茨木駅より「阪大本部前」（24 系統）行き 約 20 分 
※いずれも、バス停阪大医学部前下車 徒歩約 5 分 
タクシーをご利用の場合、ＪＲ茨木駅から 15 分（6km 程度）、阪急茨木市駅から 20 分

（7ｋｍ程度）程度です。交通状況により異なります。
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●学会大会は図中「東館」2階の「第207講義室（ユメンヌホール）」にて開催します。 
●大会事務局は同3階「第319室」に設置されます。 

  

受付・資料コーナー

会員休憩室（303、304）

事務局（319）

実⾏委員会控室
（316）

東館２階

東館３階

会場案内図

メイン会場
（207ユメンヌホール）
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参加者のみなさまへ 
【受付・参加費等について】 
● 参加登録受付は、会場となる大阪大学人間科学研究科東館２階に到着されると入り口

付近に設置されています。ご報告の前に参加登録をお済ませください。 
● 参加登録受付は当日 9 時 00 分から開始します。 
● 参加費は本学会会員が 2,000 円、非会員が 3,000 円です。受付で参加登録の際に現金

でお支払いください。 
● 例年、年次大会の際に現金での年会費納入を希望される方がおられます。誠に勝手な

がら、会計明朗化を徹底し、ミスを防止する観点から、今年度より年会費の納入は郵

便振替での送金に限らせていただいております。受付に専用の振込用紙をご用意して

おりますので、お持ち帰りの上、お手続きくださいますようお願いいたします。 
● 各セッションの進行については、座長の指示にしたがってください。 
● 新型コロナ感染症拡大防止のため、懇親会は開催しません。 
 
【宿泊について】 
● 宿泊について、事務局での予約・取次は行っておりません。 
● 近隣のホテルは、「千里阪急ホテル」（千里中央）「茨木セントラルホテル」「ホテルク

レストディオ」（茨木駅）などがあります。近隣でイベント等が開催されると宿泊施設

の混雑が予想されます。宿泊される方は各自で早めのご予約をお願いいたします。  
 
【キャンパス構内について】 
● 学会参加者が利用できる駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。 
● 改正健康増進法の施行に伴い、構内は全面禁煙です。学外者の方にお使いいただける

喫煙所のご用意はございません。ご協力をお願いいたします。 
● 会場の東館には研究室がありますので、開催中静音な環境の維持にご協力お願いしま

す。なお、人間科学研究科本館への立入はお控え下さい。 
 
【飲食等について】 
● 大会・総会会場の教室は飲食厳禁です。汚損による清掃は学会負担となり、学会財政

に大きな支障を生じます。くれぐれもご協力をお願いいたします。 
● 上記の事項ならびに新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に係る観点から、茶菓の

提供はいたしません。ご持参いただくか、会場の自販機等をご利用ください。 
● 食事について：当日は日曜のため、学内で食事できる場所がありません（病院内への

立入は感染対策上できるだけお控えください。モノレール向かいにコンビニがありま

す）。食事については各自でご持参いただき、休憩室等で「黙食」いただきますようお

願いいたします。また、その際発生するゴミについても各自でお持ち帰りください。 
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【ネットワーク環境について】 
● 開催校は大学等教育研究機関の間でキャンパス無線 LAN の相互利用を実現する、国立

情報学研究所(NII)のサービスである eduroam に参加しておりますので、参加校の教

職員や学生の方々は同サービス経由で無線 LAN環境をご利用いただけます。 
● eduroam の利用方法は、同サービス Webサイト（http://www.eduroam.jp/）もしくは

所属校の担当部署にお問い合わせください。学会事務局、大会実行委ならびに開催校

でのサポートはいたしかねますので、ご諒承ください。 
● eduroam以外のネットワーク環境は、学会ならびに開催校としては提供いたしません

ので、ご諒承ください。 
 

【資料コーナーについて】 
● 書籍や研究会の案内など、学会に関係するアカデミックな内容のものに限り、会場受

付の近くにチラシ配布用の資料コーナーを設けます。配布を希望される方は当日ご持

参ください。（残部はお持ち帰りください） 
 
 

発表者のみなさまへ 
● セッション開始時間の 5 分前までに会場に集合して、座長と打ちあわせをしてくださ

い。 
● 報告時間は各報告 15 分です。原則として、報告終了 5 分前に第一ベル、終了時刻に第

二ベルが鳴ります。 
● 配布するレジュメや資料のコピーは、報告時に約 50部、適宜余部を用意してください。

追加資料を配布することもできます。残部は、途中参加者がとりやすい所に積むように

してください。 
● セッション終了時に配布資料が残った場合は、報告者が持ち帰ってください。なお、会

場に設置する資料コーナーで配布できるようにする予定です。 
● 会場には、プロジェクタとパソコン接続用ケーブル（VGA D-sub端子ならびに HDMI
標準端子）が備わっております。原則として、発表者ご自身の PC を持ち込んで接続を

お願いいたします。機種により、接続アダプタが必要な場合があります。各自の責任で

ご用意ください。部会開始 15 分前には会場にお越しいただき、接続・動作の確認など

機器の準備をしてくださるようお願いします。また、機器に不具合はつきものですので、

万が一に備えて、機器なしでも滞りなく発表できるようにご準備ください。 
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【プログラム】 
9:30〜11:30 セッション 1（個人研究報告 I） 
座長：松本三和夫（事業構想大学院大学） 
1－① 
イノベーションの構想する「社会」～「社会課題」解決に見る社会とはどのような社会か～ 
福留恵子（東海大学） 
1－② 
メディア分析による生命科学に関する ELSI/RRIフレーム：遺伝子組換え、再生医療、脳科

学の比較から 
武田浩平（大阪大学）、古俣めぐみ（早稲田大学・東京大学）、高江可奈子（早稲田大学）、

田中幹人（早稲田大学・Wisconsin-Madison 大学）、標葉隆馬（大阪大学） 
1－③ 
防衛装備・技術協力としての日英安全保障協力：民間セクターの役割に注目して 
永田伸吾（金沢大学） 
1－④ 
分散型としての再生可能エネルギーシステムの形成——つくば市、浜松市の事例から 
田島恵美（大正大学） 
 
11:45～12:30総会 
 
 
14:00～15:30 セッション 2（個人研究報告 II） 
座長：三上剛史（追手門学院大学） 
2－① 
「境界をめぐる運動（boundary movements）」における医師の当事者性と専門性：戦前期

日本における花柳病に着目して 
目黒茜（社会構想大学院大学） 
2－② 
ニクラス・ルーマンの「モノ＝知覚」論 
井口暁（追手門学院大学） 
2－③ 
「想定」の打破に向けた体系的アプローチの予備的検討 
菅原慎悦（関西大学） 
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15:50～17:50企画セッション（大会実行委員会企画） 
「ANT 入門 and after」 
導入：『ANT 入門』のコンセプトおよび今回のセッションの趣旨・概要について 
 栗原亘（高千穂大学） 
報告①：誤った研究をしないための科学論として ANT を提示する 
 伊藤嘉高（新潟大学） 
報告②：人類学的エスノグラフィに宿る「ANT的なもの」 
 森下翔（大阪大学） 
コメント①：人類学の立場から 
 森田敦郎（大阪大学） 
コメント②：科学史の立場から 
 岡澤康浩（京都大学） 
（休憩） 
ディスカッション 
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9:30～11:30 セッション 1（個人研究報告 I） 
1－① 
イノベーションの構想する「社会」～「社会課題」解決に見る社会とはどのような社会か～ 

 
福留恵子（東海大学） 

 
 今やイノベーションについての常套句となった「イノベーションで社会課題を解決する」、

すなわちそこに表された「社会課題（解決）」と「イノベーション」の目的手段関係は、し

かし、イノベーションをめぐる議論と実践（実務）にとって、それほど古いものではなく、

したがって自明のものとも思われない。イノベーションの目的あるいは結果をめぐる議論

も、現在まで散見され続けている。  
 一方、「イノベーションによる社会課題解決」の担い手、すなわち「社会課題」の決定主

体として第一に想定されるのは企業である。そうであるならば、経営主体である企業は、イ

ノベーションを自社の経営やその戦略に位置づけて理解することになるだろう。そこでは、

つまり、経営や経営戦略がイノベーションの文脈である。そしてこの観点に立てば、イノベ

ーション政策とその解釈はその経営環境を定義し、経営論はイノベーション政策に定義さ

れた経営環境とイノベーションの実践を関係づける言説となる。社会課題とイノベーショ

ンの目的手段関係をめぐる言説は、こうした「企業（実務）」「政策」「経営（論）」という三

つの視点の交錯や干渉、あるいは調整として記述することができるだろう。  
 こうした言説状況のなかで企図され得るのは、どのような「社会課題」解決と社会構想な

のだろうか。イノベーションという「手段」の自己目的化が危ぶまれることは少なくないが、

そうした論点だけではイノベーションによる社会のグランドデザインを描くには不十分で

あろう。ここから、たとえば、「目的」たる社会課題とその解決の妥当性、「手段」行使の結

果に対する適切な評価の在り方が自明に導かれることはない。  
この発表では、「イノベーションの目的としての社会課題」（社会課題解決とイノベーション

の目的手段関係）についての理解を確認すると共に、これをめぐる言説の現況を素描し、さ

らに掘り下げられる必要のある論点を共有したい。 
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1－② 
メディア分析による生命科学に関する ELSI/RRIフレーム： 

遺伝子組換え、再生医療、脳科学の比較から 
 

武田浩平（大阪大学） 
古俣めぐみ（早稲田大学・東京大学） 

高江可奈子（早稲田大学） 
田中幹人（早稲田大学・Wisconsin-Madison 大学） 

標葉隆馬（大阪大学） 
 
 報道は倫理的・法的・社会的含意／責任ある研究・イノベーション （ELSI/RRI）に関わ

る公共での議論に影響を与える最も重要な要素の一つである。しかし、ELSI/RRI の観点に

限定して、科学技術の報道を正面から分析した研究はほとんどない。そこで、生命科学に関

する３つのテーマ（遺伝子組換え、再生医療、脳科学）に着目して比較することで、報道に

おける ELSI/RRI の語られ方の特徴を探った。具体的には 1991 年から 2020 年までの国内

の新聞 4 紙のデータベースから計 37,009 件を収集し、３つのテーマに共通する７つの

ELSI/RRI フレーム（instrumental science, risky science, juggernaut science, techno-
nationalism, governance, communication matters, trust in science）を定義した。収集し

た記事から、ランダムサンプリングで選んだ 1,805件をコーディングして集計した。その結

果、テーマの共通点としては、“instrumental science”が優勢であり、肯定的な期待が典型

的であることが示唆された。テーマの相違点としては、遺伝子組換えの記事は他と比べて満

遍なくフレームに触れていることがわかった。再生医療の記事は、”instrumental science”, 
“governance”, “techno-nationalism”がともに一つの記事で触れられており、規制・ガ

イドラインは国内の技術開発の発展を目的としていることが示唆された。脳科学の記事は、”

instrumental science”が他のテーマに比べても最も優勢であり、技術の進展と国内の議論

にギャップがあることが示唆された。これらの結果は、国内の ELSI/RRI に関する議論の

現状を理解して、今後の課題を考える上で役立つだろう。 
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1－③ 
防衛装備・技術協力としての日英安全保障協力：民間セクターの役割に注目して 

 
永田伸吾（金沢大学） 

 
 2012 年 4月の「日英共同声明：世界の繁栄と安全保障を先導する戦略的パートナーシッ

プ」を嚆矢に着手された日英安全保障協力は、この 10 年で「準同盟」と形容されるまでに

発展した。そのプロセスで一貫して追求されたのが防衛装備・技術面での協力であり、そこ

では後述のように民間セクター（防衛産業）が重要な役割を果たした。そこで本報告は、防

衛装備・技術協力としての日英安全保障協力における民間セクターの役割に注目すること

で、安全保障政策形成をめぐる官民の相互作用を明らかにする。 
日英安全保障協力は、2007 年 3月の「安全保障協力に関する日豪共同宣言」を端緒とする

多国間安全保障協力枠組み構築の一環として、自民党・民主党が超党派で取り組んだ対外政

策である。そのような中で、日英安全保障協力の際立った特徴に挙げられるのが、防衛装備・

技術面での協力である。「日英共同声明」では安全保障・防衛分野で 8 つの協力事項が明記

されたが、そのうち 3事項が装備・技術面に関するものであった。また、2013 年 7月に「日

英防衛装備品・技術移転協定」を締結したことで、日本は米国以外の国と初めて防衛装備・

技術協力に着手することになった。そして 2022 年末には、日英は 2035 年頃に運用開始予

定の次期戦闘機の共同開発計画を策定する予定である。このように日英安全保障協力にお

いて防衛装備・技術面での協力は一貫して追求されてきたのである。 
他方で、2009 年頃から政府の動向を見越して、日本経済団体連合会（経団連）も英国の防

衛産業との協力を模索していた。そこで、本報告では、研究目的の達成のため、2010 年前

後の経団連の動向を中心に、これまで相対的に注目されてこなかった民間セクターが日英

防衛装備・技術協力の推進に果たした役割について検討する。 
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1－④ 
分散型としての再生可能エネルギーシステムの形成——つくば市、浜松市の事例から 

 
田島恵美（大正大学） 

 
再生可能エネルギーに関わる技術と制度の形成は、既存電力システムに対して、これまで

とは異なる考え方のシステムを接合する試みであり、STS 相互作用系に関する事例として

注目に値する。また再生可能エネルギーの社会的受容性という受け手側からの観点が提示

されているが、科学社会学でのこれまでの技術と社会にかかわる議論とどう関連するのか

が明確ではない。さらに現在も新しい制度や事業を実現しようと試みられており、この技術

社会システムに対し、社会科学的な言及が影響を及ぼすかという自己言及的科学社会学上

の関心もある。 
そこで本報告では、再生可能エネルギー、とりわけ地域での分散型エネルギー事業の構想

に着目する。そのため総務省分散型エネルギーインフラプロジェクトでマスタープラン策

定事業に採択された地方自治体のうち、太陽光発電システムをプランに組み込み、バーチャ

ルパワープラントを視野にいれている事例を検討する。地域でのエネルギー事業は、地域特

性を活かしたバイオマス事業の計画策定が多いが、一部自治体では、すでに一定程度システ

ムの導入が進み、FIT 期間終了後のエネルギーの有効活用がいわれている太陽光発電シス

テムを組み込んだ事業計画がある。またその際に、より長期的な展望として分散型エネルギ

ーと関連するバーチャルパワープラント概念が提示されることもある。本報告では、つくば

市、浜松市を事例として、地域での再生可能エネルギーにかかわる政策、関連する制度、研

究開発・事業化にかかわる団体を具体的に見ていくこととする。 
 この検討を通して、地域での分散型再生可能エネルギー技術・制度の形成と地方自治体

の関与を示し、あわせて社会的受容性論との関連について考察する。 
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14:00～15:30 セッション 2（個人研究報告 II） 
2－① 

「境界をめぐる運動（boundary movements）」における医師の当事者性と専門性： 
戦前期日本における花柳病に着目して 

 
目黒茜（社会構想大学院大学） 

 
 社会運動のなかには、極めて専門性の高い社会問題を扱うものがあり、その代表的なも

のとして「健康をめぐる社会運動（Health Social Movements: HSMs）」があげられる

（Brown et al. 2004）。健康に関連する社会運動はその誕生とともに研究もすすめられて

きたが、HSMs として理論化がはかられたのは 2000 年代以降であり、アメリカの医療社

会学を中心に発展してきた。HSMs のなかでも、その代表的な運動となってきたのが「女

の健康運動（Women’s Health Movements: WHMs）であり、医科学における女性たち

をめぐる概念やあり方を変容させ、リプロダクティブ・ライツを広め、さまざまな分野に

おける資金援助や支援の拡大、乳がんをはじめとする治療方針の改善、医科学的な研究内

容にも影響を与えてきた。 
 HSMs のなかでも、医学者や科学者の参加や協力がある場合に生じるといわれる「境

界をめぐる運動（boundary movements）」がある。「境界をめぐる運動」の特徴のひとつ

として、専門家と一般の人びとの境界を曖昧にすること（blur）があげられる。例えば、

WHMs は、女性たち当事者の生きられた身体としての経験が医科学的な研究において重

要視され、当事者のニーズを取り入れながら医科学的な研究や体制が再編されていくよ

うな運動でもある。その中心を担うのが、医学者や科学者であり、研究や体制にいかに当

事者たちの経験を取り入れていくのかという点が問われている。 
 本研究では、報告者がこれまで研究を行ってきた近代女医を中心とする WHMs に着目

し、女性の身体を持つ当事者として、医学者としてどのような問題を発見していったのか

を検討することで、彼女たちの「境界をめぐる運動」の内実を整理する。とくに、戦前期

に流行した花柳病（現代でいうところの性感染症）をめぐる病いの経験に着目し、公衆衛

生の体制の再編において当時の医師たちが果たした役割を考察する。 
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2－② 
ニクラス・ルーマンの「モノ＝知覚」論 

 
井口暁（追手門学院大学） 

 
 本報告の目的は、アクターネットワーク理論において説明が不十分に思われる問題、すな

わち人間、社会、モノの連関のあり方に関してさらなる理論化の可能性を探るために、ニク

ラス・ルーマンが『社会の芸術』（1995 年）で展開した「モノ＝知覚」論、「モノを媒介と

したコミュニケーション」論を検討することである。 
 アクターネットワーク理論は、人間だけでなく人間以外の存在をもアクターと位置づけ、

それらの連関（ネットワーク）の分析を主軸に据えることで、広義の構築主義の観点からモ

ノと人間、社会の関係を主題化する新たな可能性を切り拓いた。しかし、理論的に見て、人

間、社会、モノという全く異なる水準に位置するものの間での連関はいかにして可能となる

のか、その連関はいかなる性質や様態を有するのか、モノが人間や社会に作用する時どのよ

うな経路や水準においてなのか、という点について説明が尽くされているとは言い難い。 
 こうした疑問を乗り越える上で、ルーマンによる心的システム、社会システム、モノ

（Objekte, Dinge）ないし物質的なものの間の関係のあり方に関する考察は、ANT とは異

なる角度から多くの示唆をもたらしてくれる。ルーマンにとってモノや客体は、心的システ

ムの作動様式の一つである「知覚」により把握（構成）されるものとして位置づけられる。

認識や思考ではなく「知覚」を持ち出すことで、モノはシステムの内的構築物であるものの、

システムにとっては「自明で疑いえない」ものとして現れるという様態が新たに捉えられる。

そして、知覚可能なものをコミュニケーションの水準において利用することが可能であり、

その典型が、絵画や彫刻、音楽、舞踏、建築物や詩、小説などの芸術作品＝「モノ」を媒介

として成立する芸術コミュニケーションであると論じられる。 
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2－③ 
「想定」の打破に向けた体系的アプローチの予備的検討 

 
菅原慎悦（関西大学） 

 
 東京電力福島第一原子力発電所事故をめぐる調査報告や研究が示唆しているのは、関係

者間で暗黙の裡に共有されてきた「想定」を打破することの重要性と言ってよいだろう。日

本では長時間にわたる全電源喪失は起きないという「想定」の下にアクシデント・マネジメ

ントを整備してきたこと、津波対策とはドライサイトの維持であるという「想定」に拘って

枢要施設の水密化など柔軟な発想が欠けていたことなど、複数の事故調査において多くの

「想定」が批判的に指摘されている。同様に、米国スリーマイル島原子力発電所事故に関す

る近年の見直しにおいても、冷却水喪失事故は破断面積が小さいほど事故進展が緩やかと

なるという安全解析上の「想定」に、同事故の根本原因の一端があったとする説が出されて

いる（Rosztoczy, 2019）。こうした「想定」への執着を打破するために、しばしば指摘され

るのが組織文化の問題である。例えば、事故の当事者である東京電力は、2020 年秋に開設

した社内安全研修施設において、「当社の安全文化の低さ」を根本原因として挙げている。

IAEA事務局長報告書も、シャインの安全文化論を踏まえつつ、組織における「基本的想定」

の在り方を強調している（IAEA, 2015）。このように、技術や個人の問題よりも組織の問題

として捉えるという教訓導出の傾向性自体、社会学的な分析対象として興味深いが、「態度」

や「姿勢」といった「意図性」への還元がいささか目立ちすぎるきらいがある。これに対し

て本研究では、「想定」に対する適切な見直しをより「体系的に」行うためには何が必要か、

そのような営みに対して科学技術社会学や関連分野の蓄積からはどのような示唆がありう

るか、という観点から考察を試みる。具体的には、既存の枠組みに則った安全研究や実践の

営みと、それらに疑問を付して見直しを行う営みとの、俯瞰的かつ批判的なバランスの検討

に、人文・社会科学の視角が貢献しうるのではとの見立てを示したい。 
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15:50～17:50企画セッション（大会実行委員会企画） 
 

「ANT 入門 and after」 
企画趣旨 

 
 本セッションでは、今年 6月に出版された『アクターネットワーク理論入門――「モノ」

であふれる世界の記述法』（栗原亘 編著、伊藤嘉高・森下翔・金信行・小川湧司 著、2022
年、ナカニシヤ出版。以下、『ANT 入門』）における議論（とくに第 3 部の展望）を踏まえ

たうえで、ANT的な記述や研究の展開可能性や課題について、『ANT 入門』の著者たちと、

国内で ANT 関連の議論を先駆的に展開してきた論者たちを交え、具体的に検討する。 
 分野による差はあるものの、国内における ANT的な観点からの研究の蓄積は、国外と比

べるとまだ少ない状態にある。そんな中、近年国内では遅ればせながら急速に ANT に対す

る関心が高まりつつある。こうした流れを単なる一過性の「流行り」で終わらせるのではな

く、今後継続して ANT的な記述や研究の蓄積を着実に、そして有意義な形で進めていくた

めにはどのようなことが必要となるだろうか。さらに、ANT的な研究・記述は、どのよう

な部分で特に必要となり、どのような形で展開されていくべきなのか。また、どのようなこ

とに特に注意が必要となってくるのか。こうした一連の問いについて、『ANT 入門』を軸に

して、それぞれの論者が自らの見解を提示し合い、討論をおこなうことが、本セッションの

目的である。 
 
【セッション進行予定】 
導入：『ANT 入門』のコンセプトおよび今回のセッションの趣旨・概要について 
 栗原亘（高千穂大学） 
報告①：誤った研究をしないための科学論として ANT を提示する 
 伊藤嘉高（新潟大学） 
報告②：人類学的エスノグラフィに宿る「ANT的なもの」 
 森下翔（大阪大学） 
コメント①：人類学の立場から 
 森田敦郎（大阪大学） 
コメント②：科学史の立場から 
 岡澤康浩（京都大学） 
（休憩） 
ディスカッション 

 


