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「すべての日本人のための科

学、21 世紀のデザイン」 

北原和夫（国際基督教大学教授、

21 世紀の科学技術リテラシー

像プロジェクト、研究代表者） 

 

 「すべての日本人のための科

学というプロジェクト」につい

てですが、2005 年度（平成 17

年度)から進めております。副

題にもありますように、私たち

が科学的リテラシーを構築す

るということは、実は、将来の

社会をどのようにデザインす

るかということとつながって

いるのではないかと考えてお

ります。 

まず、科学的リテラシーの運

動がどのように始まったかを

述べます。日本でも理科離れ現

象に対していろいろな対応を

しなければいけないというこ

とがありまして、日本学術会議

では、2003 年（平成 15 年）に

科学力増進特別委員会という

ものを立ち上げました。日本学

術会議というのは、さまざまな

学問分野から 210 名の代表が

会員となっておりまして、ほか

に2,000人ほどの連携会員がお

ります。それまでは、どちらか

と言えば、日本学術会議はいわ

ゆる純粋な意味での学術にか

かわることだけを扱っており
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科学リテラシーの運動

• 理科離れ現象に対応するために，日本学術会議は
科学力増進特別委員会を2003年に創設した。

• 日本学術会議:学術の様々な分野の研究者210名
の会員と2000名ほどの連携会員からなる。

• 日本学術会議は2004年4月「社会の対話に向けて」
という声明を出し，社会との接触、特に将来を担う子
どもたちへの働きかけを宣言した。
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声明「社会との対話に向けて」
日本学術会議、2004年4月20日

我々日本学術会議は、科学者と社会が互いに共感と信頼をもって協
同することなくして、いかなる科学研究も生命感の漲る世界を持続さ
せることができないことを認識する。さらに、我々は、科学研究は、
社会が享受すべき成果をもたらす反面、社会に対する弊害を引き
起こす恐れがあるという正負両面があることを、科学者も社会も明
確に理解すべきであると認識する。 このような認識に立ち、我々は
、科学者が社会と対話をすること、特に人類 の将来を担う子どもた
ちとの対話を通して子どもたちの科学への夢を育てることが重要で
あると考える。 我々日本学術会議は、これから科学者と社会がしっ
かりと手をつないでいくことを推進する。まず、日本学術会議は、子
どもたちをはじめとするあらゆる 人々と科学について語り合うように、
全ての科学者に呼び掛ける。また、日本学術会議は自ら、科学に対
する社会の共感と信頼を醸成するために、あらゆる可能な行動を行
う。
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ましたけれども、2004 年（平

成 16 年）に社会との対話に向

けてという声明を出しました。

そして、特に将来を担う子ども

たちへの働き掛けが重要であ

るという宣言をしたのであり

ます。 

その委員会でどのような議

論をしたかと言いますと、１年

ほど検討した後、最終的にわれ

われが得た結論は、日本の科学

技術教育の目標が不明確なの

ではないかという認識にいた

ったわけであります。そのとき、

われわれにとって非常に役に

立ったのが、アメリカにおける

全米国民のための科学、『サイ

エンス・フォー・オール・アメ

リカンズ』という冊子でありま

した。これは 1989 年（平成元

年）に出されたものであります

けれども、それを元にしまして、

われわれも科学的リテラシー

構築のための調査研究を進め

ることにしたわけであります。 

そこで、幾つかのテーマを決

め、過去においてはどのような

研究がなされたか。社会からの

さまざまな意見を聴取するこ

と。そして、これから何をすべ

きかという三つのテーマにつ

きまして、2005 年（平成 17

年）に１年間かけて、70 名ほ

どの科学者・教育学者が集まり、

検討して、それを 2005 年（平

成 17 年）の最後にプロポーサ
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若者の科学力増進特別委員会
(2003-04)

• 一年間の調査研究の結果，科学技術の教育
の目標が不明確であることが分かった。

• 「全米国民のための科学」を参考とした。

• 2005年に科学リテラシー構築のための調査

研究」を立ち上げた（国際基督教大学、国立
教育政策研究所、お茶の水女子大学、日本
学術会議）
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調査研究内容

• 過去の科学技術リテラシーに関する文献調
査（教育政策研）

• 社会の意見の分析(お茶の水女子大学)

• 科学技術リテラシー構築に向けた組織の在り
方（国際基督教大学）

2005年度「科学技術の智」プロジェクトの提案
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プロジェクトの組織: 専門部会

• 7つの専門部会：数理科学部会、生命科学部会、

物質科学部会、情報学部会、宇宙・地球環境科学
部会、人間科学・社会科学部会、技術部会

• 各部会10-15名程度

• 科学者、教育学者、技術者、メディア、行政者、科
学技術理解増進を目指す個人、法人など
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ルとして提言をまとめました。 

それに基づきまして、われわ

れ七つの専門委員会を立てま

した。つまり、数理科学・生命

科学・物質化学・情報学・宇宙

地球環境科学・人間科学社会科

学・技術の七つの専門部会です。

それぞれ各部会には 10 名から

15 名ほどのメンバーがおりま

す。その中は科学者でなく、教

育学者・技術者・メディア関

係・行政者、さらに、科学技術

理解増進運動にかかわる博物

館、あるいは科学館の方等にも

入っていただきまして、広い視

野から検討を進めてまいりま

した。これの特徴は、従来の学

問の枠組みにこだわらず、むし

ろ現実の課題についてかかわ

りの深い分野をまとめて、この

七つの部会というようにいた

しました。有馬先生にトップに

立っていただきまして、後はそ

れのステアリング・コミッティ

のようなものをつくりました。

後、七つのパネルをつくったわ

けであります。学術会議ともい

ろいろ結び付いて、より広く学

術関係者との交流も目指した

わけであります。 

『サイエンス・フォー・オー

ル・アメリカンズ』、すべての

アメリカ人のための科学と少

し違うところが幾つかありま

す。ひとつは、われわれは人間

科学・社会科学というものを含
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組織図

評議会 日本学術会議

事務局

七専門部会

広報部会

企画推進会議
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人間科学・社会科学を取り入れたこと

• 人間や社会の現象を科学の視点からホモサ
ピエンスの現象として考える。

• 地球と人類の歴史を基礎として、社会、経済、
政治，倫理などの起源は何か？人間と社会
の課題に直面したときに、科学的な思考の枠
組みを提示したい。
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日本人のための科学技術の智の目標

• 「科学技術の智」は、従来の学問の枠組みを
超えて、平均的な成人に科学技術の基礎的
素養を呈示し、彼らが持続的民主的社会を構
成し参加することができるようになることを目
標とする。

• 「科学リテラシー」 とは、科学、数学、技術の
基礎的知識と技能のことである。
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めることにいたしました。つまり、人間や社会の現象を科学という視点から考えてみよう。

われわれホモサピエンスという種の現象として人間や社会の現象を考える。そのようなこ

とも視野に入れることにいたしました。 

つまり、地球と人類の歴史の中で、社会・経済・政治・倫理というものの起源を考え、

そして、それがどのように発展してきたか。そのようなことを考えることによって、われ

われは科学の目で直面する社会現象に対して対応できるのではないか。そのような知恵も

必要ではないかというように考えたわけであります。 

そこで、何を目標にしたかと申しますと、ひとつは、従来の学問の枠組みを超え、平均

的な日本人の成人が持つべき科学技術の基礎的素養を提示したい。そして、すべての日本

人が持続的で民主的な社会を構成し、そこに参加することができるようにすることを目標

といたしました。ここで言う科学技術リテラシーというのは、科学・数学・技術の基礎的

知識と技能を指すということにいたします。 

持続的で民主的な社会とは一体何であるかということでありますけれども、これを少し

説明させていただきます。その

根拠は、1948 年（昭和 23 年）

の世界人権宣言にあります。そ

こでは一人ひとりの存在の尊

厳が認められること。すなわち

一人ひとりがかけがえのない

構成員として地球上で認めら

れるということ。恐れと欠乏か

らの自由を持つこと。これが世

界人権宣言では人類の最高の

願望として宣言されておりま

す。 

ところが、その人類の最高の

願望がまだ満たされないまま、

むしろその基礎となるべき地

球と人類の在り方が、今、大変

な問題状況にあるということ

であります。それにつきまして、

1997 年（平成 9 年）に京都議

定書というのがありました。こ

れが地球環境の課題について

世界中の人が集まって議論し

たものであります。その後、日
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なぜ、持続可能な民主的社会か？

• 一人一人の存在の尊厳が認められる社会
であり、恐れと欠乏からの自由を人類の
最高の願望とした「世界人権宣言］(1948
年）に基礎をおく。

• ところがこの願望は満たされず、その基
盤となる地球と人類が危うくなっている。
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地球と人口構成の課題
• 地球の持続性の危機：「京都議定書」(1997), 
日本学術会議

「気候変動に対する世界的対応に関する各国学
術会議の共同声明」 (2005年6月),
「エネルギーの持続可能性と安全保障」 (2006
年6月),
「成長と責務―持続可能性、エネルギー効率及
び気候保全 」 (2007年5月)

• 安全に関わる人口的不均衡が増大してきた。

個人も社会も、身の回りの環境と社会の状況を精密に
理解して、協同して問題解決にあたれるようにする
ことが重要である。 11
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本学術会議は幾つかの声明を出しております。そこで、全世界の人々が知恵を絞って、こ

の地球を守っていこうということを訴えてきたわけであります。 

それだけではありません。今、いろいろな意味でもデモグラフィックなアンバランス。

つまり、人口的な不均衡。富とか、食料、そのようなものの不均衡が起こっているわけで、

それがいろいろな不安材料になっているわけです。例えば、先進国では飽食。ある一方で、

多数の人々が飢餓で死亡しているという事実があるわけであります。そのようなことに対

して、個人も、社会も、ともに環境と社会の課題に対して共同して取り組む必要がある。

そのための知恵としての科学技術リテラシーというのを提案したいというように考えたわ

けであります。 

そのような課題対応的なこ

とと同時に、科学技術というも

のは文化としての意味も非常

に大切であると考えておりま

す。これは、特にわれわれ人間

科学・社会科学部会の議論から

も出てきたことなのですが、科

学的であるということは人間

の本性にかかわる問題であり

ます。実は、人類というものは

長い歴史の中で、身の回りの現

象を観察し、そして、その奥に

ある目に見えないメカニズムに思いをはせて論理的に考え、判断し、行動してきた。この

ようなことによって、われわれの祖先は生き延びてきたわけであります。そのようなこと

を通して人類は科学的な考え方というものを身に付けてきたわけであります。 

したがって、そのようなイマジネーション、想像力とロジック、論理性がわれわれ歴史

の中で育まれてきたわけです。それがさらに自然を見るだけではなく、人間社会を見ると

きに高い特性と倫理観を生み出してきたものと思われます。文化的な意味での科学技術の

重要性というものを一般の人々に持っていただきたい。そのようなことも目標としたわけ

です。さらに日本という国においては、特に科学と、技術と、芸術と、生活というものが

結び付いて発展してきたという歴史もあります。それも踏まえた科学技術リテラシーを構

築したいというように考えてまいりました。 

われわれは、これをどのようなことに使えるかということでありますけれども、ひとつ

は、科学技術に関する一般の成人の人たちがそれを判断するための基準となるだろう。親

から子へ科学技術の知識を継承するためにも、このサイエンス・フォー・オール･ジャパニ

ーズというのが使われてほしい。もちろん、学校教育の長期的な計画を立てるのにも必要

となるであろう。さらに、生涯教育にとってもひとつの指針となることを目指したわけで

12

文化としての科学技術

人類は、現象を観察し、まだ見ぬメカニズムを想像
して、論理によって決断を進めることにより、科学的な
考え方を習得してきた。故に、科学とは想像と論理、ま
た高度なモラルと倫理を与えるものである。

日本では伝統的に、科学および技術は人文および
生活と結びつけられてきた。
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す。 

同じ繰り返しですけれども、

われわれのプロジェクトに対

して期待されることは、科学技

術を広めるための指針となり、

教材開発の基礎となり、人々の

科学技術への理解と協力を推

進する力となるということを

期待いたしました。 

そこで、なぜ、フォー・オー

ル・ジャパニーズかということ

ですが、日本の文化について、

少し検討したわけであります。

もちろん、科学というのは非常

にユニバーサルなもの、普遍的

なものですけれども、人々が共

有すべき科学技術リテラシー

には文化的な要素というのが

必ず入ってまいります。特にわ

れわれ日本において科学技術

を定着化させていくためには、

日本人の感性とか、伝統という

ものも考えていく必要がある

だろうと考えております。また、

現在においては、環境問題、食

料の問題等が非常に日常生活

にかかわっていることです。そ

のようなものを題材にして科

学技術リテラシーを広めてい

かなければいけない。 

 

そこで、日本では、先ほども

申し上げましたように、科学と、

技術と、芸術と、生活が結び付

いて発展しておりますけれど

も、そのような日本の伝統とい

13

科学技術リテラシーの促進において
「科学技術の智」が要求すること

• 科学と技術が関わる諸問題についての判断

• 科学と技術の知識についての世代間の継承

• 学校教育の長期的展望

• 生涯にわたる教育
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プロジェクトに期待されること

• 指針として：一般社会、科学的施設、博物館、
学校、メディア、政策担当者にとっての

• 人々が知識を身につけるための教材開発の
基礎、学校で教えるための基礎、科学者がコ
ミュニケーションをとるための基礎として

• 人々の理解と協力を促進する上での推進力
として
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科学リテラシーと日本文化

• 日本人の感性や伝統を考慮する

• 特に日本、環境、食品などの日常生活に関
連する現在のグローバルな関心

• 科学と技術が強く結びついてきた伝統から、
技術も重要な柱とする

• 平均的な日本の成人を目標とする

15

科学リテラシーと日本文化

• 日本人の感性や伝統を考慮する

• 特に日本、環境、食品などの日常生活に関
連する現在のグローバルな関心

• 科学と技術が強く結びついてきた伝統から、
技術も重要な柱とする

• 平均的な日本の成人を目標とする



うものも考慮したものにした

いというように考えました。日

本の文化的伝統について少し

述べたいと思います。 

これは生物学者が話してい

たことですが、日本における動

物の分類というものは五つで

ありまして、これは人間との関

係においてなされていた。人と、

獣と、鳥と、魚と、虫。とにか

く人間にあまり近くないもの

は虫ということで、ヘビも昆虫

も一緒にされてきたわけです。

そのような自然とのかかわり

を大事にしてきた日本の感性

というものがあると思います。

そのようなものをいかにして

リテラシーの中に組み込んで

いくかということが課題にな

ります。自然との調和とか、持

続性、循環型資源利用、そのよ

うなものが、実は、日本の歴史

の中に随分過去にはあったわ

けです。そのようなものを生か

したリテラシーを構築したい

というように考えました。 

一方において、いろいろと検

討してみますと、日本の文化的

伝統では、原理的にものを考え

るということよりも経験的な

知識というものを重視してき

た傾向があるということも分

かります。そのようなことで、

人間が自然の一部であって、自

然を破壊することなく上手に

使いこなすすべをわれわれの

16

日本の文化的伝統

• 日本人が発想してきた生物の分類（人類、哺
乳類、鳥類、魚類、虫類（その他））は、現代
の構造上の分類学と比較して、人間との関係
性の中で考えられている

• 日本語は曖昧だろうか？適切に使えば的確
な言語である

• 日本の文化と伝統：自然との調和、持続可能
性、資源の再利用

• 原理よりも経験から得る知識に依っている
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• 日本人にとっては、人間は自然の一部であり、
自然を破壊することなく巧みに利用して技術
を発展させてきた

• 資源が少なく、高度に象徴的な世界

17

• 日本人にとっては、人間は自然の一部であり、
自然を破壊することなく巧みに利用して技術
を発展させてきた

• 資源が少なく、高度に象徴的な世界

18

部会の活動
(2006.10-2007.8)

• 当該分野の専門家に加え、ジャーナリスト、産業、
政策担当者を含む7つの専門部会の各科学分野に
おけるすべての基礎的知識の調査

• キーコンセプトとそのコンセプトに繋がる理論の検討

• 研究分野の伝統的な部分を無視する

• 部会間で部会報告のピアレビューを行い、7つの部
会の相互作用をもたらす
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先人たちは知っていた。そのよ

うなものを生かしたものにし

たいというように考えました。 

そこで、一昨年から、この七

つの部会の活動が始まりまし

て、まず、キーとなる概念を洗

い出し、それをつなぐ論理を明

らかにしてまいりました。既存

の学問の枠を無視して考えて

きました。例えば、物質科学部

会では、物理学者と科学者、フ

ィジクスとケミストリーの人

たちが中心になりまして、物質

という視点からどのようなリ

テラシーが必要であるかとい

うことをまとめてきたわけで

あります。七つの部会の間でお

互いにピア・レビューをしまし

て、お互いに理解し合うという

ことも努力いたしました。大体、

それが去年に中間報告が出ま

して、それ以降は、それをいか

にまとめていくかというよう

にやってきております。 

さらに、今後のことですけれ

ども、いかに定着化させていく

かということもこれからの課

題であります。部分的ですけれ

ども、一般市民とこれについて

話し合う場を、今、設けており

ます。国際的にも協力関係を持

つようにいたしまして、昨年、

ヨークでありました会議に行

ったり、あるいはアメリカの

『サイエンス・フォー・オー

ル・アメリカンズ』をつくった

19

第2期ストラテジー
（2007.9-2008.3)

• 7部会の報告を2008年3月までに「科学技術
リテラシー像」として統合する

• SCJにおいて8月27日に第一回全体シンポジ
ウム

1. 統合の基本原則

2. すべての日本人における科学リテラシー
の実現のためのストラテジー

3. 国際協力
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実現：
科学リテラシーカフェ

安全で、健康的で、持続可能な社会のために我々
が知るべきことについての市民とのディスカッション

• 月に一度、三鷹にて、軽食とドリンクを添えて

https://www.kouza.mitaka-
univ.org/kouza/B0751501.php

• 熱とは何か？生命とは何か？論理的になるには？
地球は常に優しいか？
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国際協力

英国：

「科学教育の国家的価値」に関するシンポジウム(2007年9月)
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グループの人たちとの交流等を図ってきております。つまり、どこの国でも、今回のシン

ポジウムもそうですけれども、いわゆる先進国でこのようなことが非常に大きな問題にな

っているということ。その問題性を共有してまいりました。 

後、残った時間で、どのようなレポートが出てくるのかというお話を少ししたいと思い

ます。 

数理科学の専門部会では数

学の本質というものを述べて

おります。数学は数と図形の学

問ではあるけれども、大事なこ

とは、抽象化された概念を使っ

て論理的に考えることによっ

て問題解決を効率的に行う。そ

のようなものが本来の数学の

本質であるということ。数には

確かな数と不確かな数がある。

これが統計の概念。数学という

ものは、一度、抽象化すること

によって、この世にはまだない世界までをも創造して、いろいろなメカニズムを考える力

があります。例えば、簡単な例で言えば、われわれは日常的にはユークリッドの空間です

けれども、それを一般化すれば、リーマン空間になる。それがひいては相対論につながっ

ていった。そのような歴史がありますので、ひとつ目に見えない世界を想像する力という

ものが数学にはある。そのようなものを一般市民の人たちと共有することが重要ではない

かということであります。 

物質科学の部会では、文明社会のための物質とエネルギー、物質の基本的構成、自然物

と人工物、物質と生命、資源、

科学的方法というような側面

でこのレポートを書いており

ます。これは、よく見ると、昨

日、メリケさんがお話になった

フィンランドの教育プログラ

ムと非常に似ております。大事

な課題とそれに対してどのよ

うに対応するかということが

大事であるということをこの

部会で検討し、報告書にまとめ

ております。 
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数理科学専門部会のレポート

• 数理科学の本質：数字と形、抽象的概念と一般化さ
れた言語、普遍的構造における論理的プロセス

• 統計：確定的な数字と不確定的な数字

• 論理的思考

• アルゴリズム：問題解決に向けた、形式的で機械的
なプロセス

• ユークリッドからリーマンへといったまだ見ぬメカニ
ズムや世界のためのモデリング
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物質科学専門部会のレポート

• 物質とエネルギーは文明と生活のためにある

• 物質の基礎的構成要素

• 天然物質と人工物質（もの）

• 物質と生命：材料系としての生物、生活と健康のための物質、
環境と物質

• エネルギーと物質：エネルギー資源

• 観察、測定、モデリング
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生命科学部会ではどのよう

な議論をしてきたかと言いま

すと、ただいろいろな生き物が

たくさんいることを覚えると

いうより、むしろ、それ全体を

カバーするコンセプトは何か

ということで、生命の本質とい

うものは限られた地球表面の

わずかな領域に存在するとい

うこと。しかしながら、それは

非常に多様であるということ。 

ところが、一方によって、生

命を司るメカニズムには、ある種の普遍性がある。細胞とか、いろいろな基本的構造とい

うものがあるということ。歴史的につくられて進化してきたものである。命と生命と地球

が一緒になって、この地球というシステムをつくっている。そのようなことが重要である。

さらに、いわゆる生命倫理としては、人間のためだけではなく、人間が他の種に対してど

のような倫理性を持つべきか。つまり、地球と生命全体のシステムが持続的であるために

ホモサピエンスは何をすべきかという倫理性も重要であるということを挙げております。 

情報学部会。『サイエンス・

フォー・オール・アメリカンズ』

が出たときには、この情報とい

うことがあまり大きな問題に

はならなかったのですけれど

も、その後から情報技術という

のは大きな進歩をしました。そ

のために起こるいろいろな課

題というものがあります。それ

について、報告書で述べている

わけであります。特に、高速化

と大量処理。ネットワーク環境。

そのようなものが今の社会に対して非常に重要です。本質的なことを理解していないと大

きな影響を起こしてしまうということをここでは述べています。 
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生命科学専門部会

本質

1) 地球の限定されたエリアにおける多様性

2) 普遍的現象

3) 歴史的発達

4) 生命と地球のシステム

5) ホモサピエンスの倫理責任
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情報科学専門部会レポート

情報処理の本質

1) すべてのデータは0と1の組み合わせで表
現できる

2) 情報の処理、転送、創出のほとんどは電子
回路で行える

3) 情報処理は自動でしかも高速で行える

4) 情報処理は目に見えず、急速に進化してい
る
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宇宙地球環境部会。ここでは、

いろいろなスケールがあると

いうこと。空間スケール、時間

スケール、全体でコンプレック

スシステムをつくっているの

で、狭い意味での物理学的な法

則という立場よりも、むしろナ

チュラル・ヒストリーという立

場で自然を見ていく見方が大

事だろうというように述べて

いるわけです。 

後、人間科学・社会科学部会

報告書では、自然界におけるホ

モサピエンスの位置、人類の発

展の歴史、心、個性・個人、言

語。そのようなものが、どのよ

うにして進化してきたのか。行

為することの意図、倫理。その

ようなものの社会現象の起源。

人間の行為としての科学する

ことの起源。そのようなことに

ついて、この報告書では詳細に

検討し、それを知ってほしい、

科学的リテラシーとして述べ

ています。 

技術部会では、技術には必ず

利用者がいるということ。技術

は人工物をつくることによっ

て人間の可能性を高めるもの

である。技術というのは社会と

ともに進化するものだ。そのよ

うな技術の本質は何かという

ことをここでまとめておりま

す。 

 

 

26

宇宙・地球・環境科学専門部会レポート

本質

1) 宇宙から原子までの空間的スケール

2) 宇宙から日常生活までの時間的スケール

3) 複雑なシステム

4) 人類の存続可能性に密接に関連
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人間科学・社会科学専門部会レポート

• 人間科学：自然界におけるホモサピエンスの位置づ
け、人間発達、 精神科学、精神と個人の発達、言語
科学

• 社会科学：社会的現象と意図、現代における倫理、
人類学の観点から見た文化

• 人類の努力としての科学とは何か
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技術専門部会

本質

1) 技術はユーザーを前提とする

2) 技術は人工物を作り出し、人類の能力を拡
張し、社会とともに進化する

3) 技術は複雑化するが体系化もする

4) 評価が必要である
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ということで、これらをまた

総合し、近代の自然観というも

のも報告書には入れる予定で

おります。恐らく、われわれが

目指すものは、すべての市民が

共有すべき問い掛けというの

は、人類はどこから来て、どこ

へ行こうとしているかという

ような問いではないか。人々が

共有すべき重要な概念という

のは物質の基本的な構造と役

割、生命と人類と地質学的な進

化の歴史的科学。数学とか、情

報というものがどのような意

味を持つのか。単に公式を覚え

ることではなく、問題解決のた

めのひとつの方法論であり、手

続きであるというような考え

方。技術と科学というものが人

間の倫理性の接点となる。その

ような考え方です。 

われわれがこのレポートの

中でいろいろと思っているこ

とは、現在の特にここ数十年、

あるいは 10 年以内で起こった

大きな革命のことを述べたい

と思っておりました。ひとつは、

人間の科学的理解が可能にな

ったこと。これは認知科学とか、

脳科学が発展してきたことで

す。情報技術に革命的なことが

起こったということ。これは超

高速処理とか、どこでもできる

通信ネットワーク、ナノテクノ

ロジーというのが近年大きな

ものになってきました。これが
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原子的レベルで制御、原子の制

御が可能になったこと。もちろ

ん、遺伝子操作も可能になった

こと。宇宙の年齢が決まった。

137 億年ですけれども。これは、

宇宙モデルが確認されたとい

うことです。われわれの宇宙の

歴史の見通しができてきたこ

と。最後に、地球環境に関する

ことが大きな問題になってき

た。このようなことを現代の課

題として提案しました。 

後は、それらを扱うときのいろいろなコンセプト、考え方は何かと言うと、トレード・

オフという考え方、あるいはダイバーシティーとユニフォーミティ。多様性と一様性。イ

メージング、スケールアンドサイズ、データ。科学と社会のかかわり。このようなものが、

これから科学技術を理解するときに非常に重要なコンセプトであるということです。この

報告書の最後に、水と食料とエネルギーということについて、非常に多角的な立場からま

とめてみたいというように考えております。 
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