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ネ ッ トニ ュースに 「独 で確認成功、 STAP現 象に再び関心」 とい うニ ュースが出ていま した 副題 に 「ST
AP現象 の確認 識 功、独有力大学が一。責任逃れ した理研 と早稲 田大学の 責任問われ る」彼 =大 宅健一自Ⅳジ
レウレク大学が、小保方氏が成功 した
ャーナ リス ト)と あ りました=難 しいこ とは置いておいて、 ドイツのハ イデノ
とする STAP現 象 の再現に取 り組み、試行錯誤の結果、独 自に一定の成果を上げた とい うことです。
「日本国内では、マスコミによる異常な偏向報道によつて、完全に葬 り去 られたように印象 づけられた STAP
現象だが、そのような先入観のない海外の大学によつて再現実験が試み られた事実は大きい。
」
と記 されていま した そ して、
「小保方氏人権 を蹂躙するかのよ うなマスコ ミがつ くりあげた世論に同調 し、常識を逸脱 した禁 じ手まで使つて
論文をなきものとして責任逃れ を した理研や早稲 田大学 と比べ、真摯に生物学的現象 を研究するハ イデルベル
ク大学の ニュー トラルな姿勢は、科学に向き合 う本来の あり方を教えて くれる。
」
と続 く
3

STAP判 喧 ついての顛末 は、ご存知 の通 りですЭ小保方氏は、下躍時の人 とな りま したが、その後、論文
こ不Tや STAP現 象 自体が捏造であるとして、糾弾 されることにな りますしそ して、それ と同時に、理研や大
:こ

学な ど、それまで関係 していた関係諸機関 が、それ までのことを無かったこととしたいかの よ うに、論文や博士
号み取 ￨:当 し、免職など、全てを否定 してい きました 自:分 たちの組織に都合 の悪 いことは、否定するとい うよ
無かったこととした́い。そ うする ことで、自らの立場を守 りたいとい うことで しょ う力、 脚光を浴びて いる
生き￨ま ちやほや しておきなが ら、マイ‐ ス●面装 れてきた とたん、全否定に回る。その本質、つ まり、彼女が
11、

取 り組んだ STAP現 象 の有無 自体 の是キ:ま 関係なし、 社会的 に否定 されてい ることは、組織内で も否定 される
べ きとい う一面的な判断に よつて、そ[〕 tt〕 自身 と向き合 うことさえやめて しま うのですЭ 自らのメンツを保つ
ために、真実 から目を背ける、いや、 メンツの為には、真実などどうで もよい、そんな姿勢す ら感 じまサ■ ガ保
方氏の場合、理研によって、一定期間、再現実験の機会 が与えられま した しか し、不正が無い よ うに、厳 しい
監視下での実験で九 もちろ′
t、 疑いがかけられてい るのですから、当た り前か もしれませんが、異常なまでの
監視体制で した。 しか し、再現実験 ￨ま 成功 しませんで した。マス コ ミも、連 日報道 していま したが、それは、中
立な立場、科学的な見地 からの ものではなく、全 く興味本位 の もの とい う感 じで した。 こんな態度では、物事の
本質は見 えてきませんも もちろん、小保方氏 自身、大学の論文等 に不正があったことは事実ですか ら、疑 いの 日
を向けられても仕方ない。 しか し、彼女が社会的に否定 された とい うことと、 STAP現 象その ものが否定 され
ることは同義ではないはずですЭ しか し、 日本の社会では、それが行われ、そ の後研究その もの さえタブー視 さ
れて しまつた 非常に 日本的な現象だと言えますЭ東 日本大震災時の、様 々な風評被害も、 こ うした 日本的な思
考が影響 している気が しま丸
今回の、 ドイツのハイデ ルベル ク大学による研究成果b完 全な STAP現 象 の再現ではない けれ ども、偏見や
組織の しが らみに関係なく、純粋に科学的な見地からの取 り組みがなされたとい うこと、 これノ
こそ、今 の 日本 に
'と
必要な ものの見方考えガ
言 えるのではないで しょ う力、
1薔
釈迦は、自らの りを弟子たちに初 めて説いた 「初転法輪」において、「中道」を示 したと言われますЭ何事 も
極端にならず、調和の とれた在 り方が大切だ とい うことで 九 これは、偏見を持たず、物事を 「ニュー トラノ
な視 点か ら捉え考えることを示 していると思いますЭそれ こそが、真実を見定めてい く在 り方です。
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