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論文

「上流での参加」にコンセンサス会議は使えるか

〜食品ナノテクに関する「ナノトライ」の実践事例から〜

三上直之1，杉山滋郎2，高橋祐一郎3，山口富子4，立川雅司5

Is a Consensus Conference Applicable to “Upstream Engagement”?
: Nano TRI in Food Nanotechnologies

MIKAMI Naoyuki, SUGIYAMA Shigeo, TAKAHASHI Yuichiro,
YAMAGUCHI Tomiko, TACHIKAWA Masashi 

Abstract
Recently there has been growing emphasis on “upstream public engagement” in emerging 
technologies such as nanotechnologies, against the background of bitter experiences of 
miscommunication on genetically modified food and crops (GMOs). This paper explores 
the efficacy of consensus conference for engaging the public in early stages of scientific or 
technological development. The paper presents the results of a three-day consensus conference 
which we call NanoTRI, concerning nanotechnologies in food. Previously, consensus conference is 
considered as a method for engaging the public in the downstream of scientific and technological 
innovations, often times when given science or technologies are viewed controversial in public 
fora. We argue that with an extra structure and strategies in place such as provision of clearly-
defined subject of discussion, a methodological framework that the consensus conference suggests 
would work for upstream engagement for future technologies.

Keywords:  future technologies, nanotechnologies, applications in food, upstream engagement, 
NanoTRI, consensus conference, citizen panel

1. 本稿の課題
　新たな技術が社会に持ち込まれるとき，既存の利害や人々の倫理観・価値観との間で，緊張関係
が生じることは珍しくない．緊張関係と言えば否定的な印象を受けるかもしれないが，科学技術と
社会との間の緊張感ある対話は，研究開発や科学技術の応用の道筋を，人々の倫理観や価値観，社
会の状況に応じて修正していくために，必要不可欠のものであろう．とはいえ，この緊張関係が対
話の形を取らず，文字どおり衝突や摩擦，対立となる場合もある．最近の顕著な例は，遺伝子組換
え（GM）作物をめぐる社会的な論争である．GM作物の論争から見えてきたのは，研究開発が進み，
応用の方向性も固まってくるほど，軌道修正は難しくなるという現実であった．そうなってしまっ
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た時点で，あえて「対話」を試みることにも固有の価値はあるだろうが，社会の状況に応じて技術
の発展の方向性が修正されていくようなダイナミズムは期待しにくくなる．技術を開発し提供する
側の問題意識は，いかに社会的受容（PA＝public acceptance）を図るかということに集中しがちと
なり，対立する利害や価値観を有する人々との間での議論は，平行線をたどりやすい．
　そこで，この段階に至る以前に，対話の場，あえて言えば衝突や摩擦の生まれる場を作り出そう
という発想が，近年，芽生えてきている．ナノテクノロジーなどの分野で提唱されてきている「アッ
プストリーム・エンゲージメント」（upstream engagement）は，この発想を端的に表すコンセプト
であると言えよう（Burri and Bellucci 2008; Pidgeon and Rogers-Hayden 2007; Rogers-Hayden and 
Pidgeon 2007）．現在この考え方が主に議論されているナノテクノロジーの分野は，分子や原子の
レベルで物質を制御，加工し，従来にはない新たな特性を生み出す基盤技術として，様々な領域に
わたり劇的な技術革新をもたらすことが期待されている．一方で，研究開発や応用の方向性を間違
えば，環境や人間の健康，社会など様々な側面に，取り返しのつかないネガティブな影響をもたら
しかねないとの懸念もある．そこで，研究開発の早期の段階から，多様な利害関係者や市民が，こ
の技術の評価に参画する「上流での参加」が提案されるようになっているのである．
　科学技術コミュニケーションの視点から関心の的となるのは，「上流での参加」のための具体的な
手法である．人々の倫理観や価値観，社会のありように応じて，研究開発や応用の道筋が修正され
る契機となる，実質的に意義のある対話を生み出すやり方はどのようなものであろうか．こうした
問題意識から，筆者らは，「ナノテクノロジーの食品分野への応用」を対象として，コンセンサス会
議の手法を用いたイベントを試行した．この実践の経過を紹介しながら，アップストリーム・エン
ゲージメントの手段としてコンセンサス会議を用いる可能性や問題点を考察することが，本稿の課
題である．

2. アップストリーム・エンゲージメントとコンセンサス会議
　科学技術の問題について，市民参加で議論・評価する活動としては，参加型テクノロジー・アセ
スメント（参加型TA）がある．参加型TAとは，広く捉えれば，「直接の利害関係や専門性を有しな
いという意味での『一般市民』が主要な参加者となり，科学技術（に深く関わる事柄）をテーマとし
て，政策決定への反映を意図した一定の結論を得ることを目的に，相当程度定式化された手法を導
入して議論・作業を行うイベントや活動」（三上 2007: 84）である．その代表的な手法の一つである
コンセンサス会議は，日本でも約10年に及ぶ実践の経験がある1） ．アップストリーム・エンゲージ
メントの手法としてコンセンサス会議の活用を考えることは，ごく自然な発想だと言えよう．
　しかし，もともとコンセンサス会議とは，「政治的，社会的利害をめぐって論争状態にある科学
的もしくは技術的話題に関して，素人からなるグループが専門家に質問し，専門家の答えを聞いた
後で，この話題に関する合意を形成し，最終的に彼らの見解を記者会見の場で公表するためのフォー
ラム」2）である．ナノテクノロジーに関しては，人体に対するリスクや，社会的，倫理的影響を懸
念する声はあるものの3），必ずしも「論争状態」にあるとまでは言えないだろう．GM作物のような
幅広い市民の関心があるとも考えにくい．
　もちろん，コンセンサス会議が有効な手法なのであれば，「論争状態にある話題に関して」という
定義にこだわる必要はなく，扱う話題は変わってもやり方はそのまま適用できる，という考え方も
あるだろう．しかしこれは，単に定義の問題ではない．扱う主題の性質が変われば，当然ながら手
法も影響を受ける．「一般の市民からなるグループが専門家に質問し，専門家の答えを聞いた後で，
この話題に関する合意を形成し，最終的に彼らの見解を公表する」というやり方は，研究開発のス
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テップの早期にあるナノテクノロジーのような技術に適合的なのか．このことは，少なくとも次の
二つの点で検討してみる必要がある． 
　第一は，会議に参加して議論をし，提言をまとめる市民にとっての難しさである．コンセンサス
会議のように結論や提言のアウトプットを目指すタイプの市民参加の取り組みでは，その過程で，
参加者は何らかの「問題発見」や，それに対応した「意見形成」を求められる．例えば，ナノテクノ
ロジーやGM作物は，議論のトピックではあるが，それ自体が「問題」であるわけではない．問題
発見というのは，与えられたトピックについて，判断を下すべき焦点を見出すこと，論点を明確に
することである．コンセンサス会議では，会議序盤において，参加者が共同で専門家パネルへの質
問状（いわゆる「鍵となる質問」）を作成する．典型的には，これが問題発見のフェーズと言える．
こうして探り当てられた問題をめぐって議論を交わし，賛成，反対，両論併記などの意見形成を行
う．それによって初めて，提言などのアウトプットが可能になる．
　ただ，ナノテクノロジーのように，研究開発のステップがまだ早期にある課題では，そう簡単に
事が運ぶとは限らない．そもそも，「どのような社会的，倫理的な影響が生じるかが明確に見えて
おらず，依然として仮説の域を出ない」（RS/RAE 2004: 64）からである．
　もちろん，研究開発の上流（アップストリーム）段階にあるということは，「技術の将来的な発
展経路に重大な影響を与える意思決定がまだなされていない」（RS/RAE 2004: 64）ことでもあ
る．まだ重大な意思決定がなされていないからこそ，市民参加に実質的な意義がある．とは言え，
このような上流の段階にあっては，上に述べた問題発見や意見形成も，かなりの論点の絞り込み
や，仮定に仮定を積み重ねた議論によらざるをえないと考えられる．すなわち，きわめて高度な，
集団による思考実験のようなプロセスが，コンセンサス会議の一連の作業の中に含まれること
になる．
　第二は，コンセンサス会議の企画運営者にとっての難しさである．コンセンサス会議では，専門
分野や見解の異なる複数の専門家が，参加者に対して情報提供を行う．ここでの「専門家」には，
研究者だけでなく，企業の関係者，行政担当者，関連するNPOの代表などの利害関係者も含まれる．
参加者は，テーマとなる技術に関する各分野からの知識や，対立する複数の意見に触れながら，問
題発見や意見形成を進めていく．会議を企画運営する立場からみると，参加者による問題のフレー
ミングを支援する形で，いかに専門家パネルを構成するかが，イベントの成否の鍵を握る．GM作
物のように，社会的論争があり，市民の関心も高いテーマであればこそ，互いに明確に対立する複
数の研究者や利害関係者に専門家としての情報提供を依頼し，それをもとに参加者が賛成・反対な
どの議論を組み立てていくことを期待できた．
　ところが，そこまでの明確な対立が現われていないときに，一体どのようにして専門家パネルを
構成すればよいのか．また，何を根拠に会議のテーマを設定することができるか．コンセンサス会
議をアップストリーム・エンゲージメントの手法として活用しようとする場合，このような実際上
のやりにくさが存在する．
　以上の問題が想定される一方，海外では，ナノテクノロジーをテーマに参加型TAの手法を用い
たイベントを行った事例もある4）．2005年に英国で行われたNanojury UKは，最も初期の代表的な
実践例である5）．ケンブリッジ大学などによるナノテクノロジー学際研究プログラムと環境NGOの
グリンピース，新聞社のガーディアン，そしてニューキャッスル大学の政策・倫理・生命科学研
究センターの4者が共同で主催した．選挙人名簿などを用いて，幅広く一般から集められた25人の
参加者が，ナノテクノロジーに関する複数の専門家と対話しつつ，6週間かけて議論を進め，20項
目からなる提言をまとめた６）．英国ではまた，シンクタンクのデモスとランカスター大学による，
Nanodialogue（2005〜2006年）やNanotechnology, Risk, and Sustainability（2004〜2006年）などの
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市民参加プログラムの実践もある．米国でも，2005年にウィスコンシン州で，13人の市民が参加し
てナノテクノロジーについてのコンセンサス会議が開かれている7）．また，2008年には，アリゾナ
州立大学の「社会におけるナノテクノロジーセンター」が，全米6カ所で市民計74人を集め，エンハ
ンスメント技術へのナノテクノロジー応用をテーマとした市民対話National Citizens' Technology 
Forumを行った8）．
　しかし，ナノテクノロジーの研究開発の状況や，批判的な市民団体を始めとする利害関係者の配
置も異なる諸外国の状況を，そのまま日本に当てはめて考えることはできないだろう．現に，日
本の研究者の間では，「ナノテクノロジーが用いられる個別の技術領域を扱うというならまだしも，
漠然とナノテクノロジー全体を対象としてテクノロジーアセスメントやコンセンサス会議といった
取り組みが進められることが現時点で本当に有用なのかどうか，見極める必要を感じている」（阿
多編著 2008: 31）というように，コンセンサス会議などの参加型TAの適用を疑問視する声がある．
　こうした見方も考慮に入れながら，コンセンサス会議を用いる可能性や，そのための条件などを
考えてみる必要がある．

3. コンセンサス会議の企画・設計：問題点への対応を中心に
　前章での議論を別の角度から見直すと，アップストリーム・エンゲージメントの手法として
コンセンサス会議を用いる難点は，ひとまず，次の2点に要約される．すなわち，（1）テーマ設
定や論点の明確化の難しさ，（2）「専門家」の同定の難しさ，である．筆者らは今回，コンセンサ
ス会議をアップストリーム・エンゲージメントに用いる可能性を探るため，これら二つの難点
を意識しつつ，コンセンサス会議の手法を用いたイベントを試行した．本章では，二つの難点
への対応を中心として，筆者らが行ったイベントの企画・設計の概要と，その基礎となる考え
方について述べる．

3.1 テーマ設定上の工夫
　一つ目の問題は，テーマ設定や論点の明確化の難しさである．これに対応するため，今回の
会議では，筆者ら企画者側において，テーマを比較的狭く絞り込むこととし，ナノテクノロジー
の中でも，とくに食品分野への応用にテーマを限定した．こうすることにより，個別の研究開
発のプロジェクトや，一部製品化されている実例に即し，具体性のある議論ができることを期
待したのである．
　食品に焦点を絞ったことには，こうした一般的な理由と同時に，次のような意味がある．農業・
食品分野は，情報通信や環境，エネルギーなどの領域と比べると，これまでナノテクノロジーの応
用に関して注目されることが相対的に少なかった9）．その一方で，立川（2008）が指摘したように，
農業・食品分野は，米国などにおいてナノテクノロジーの応用で最大の市場を形成すると目される
ライフサイエンスの分野とも密接に関係しており，農業・食品分野での社会的受容や規制の動向が，
ナノテクノロジー全体の研究開発動向を左右していく可能性もある．しかも，「ナノテクノロジー
開発に関わる人々はGMOの二の舞を演じないように何をなすべきかについて活発に検討している」

（立川 2008: 68）という現状がある．このようなGMO（遺伝子組換え体）の問題とのつながりが最も
直接的であると考えられる農業・食品分野において，ナノテクノロジーへのアップストリーム・エ
ンゲージメントの可能性を開拓しようと考えた．
　このように対象を絞り込んだ上で，さらに，それを会議のテーマとして直接打ち出すのではなく，

「食べたいもの」「市民のニーズ」に焦点を当てたテーマ設定を行うことにした．すなわち，会議の
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中心的なテーマとして，「ナノテクノロジーの食品への応用」をそのまま提示することはせず，「（ナ
ノテクノロジーの食品への応用の研究開発の現状を知った上で）未来の食に何を求めるか」「ナノテ
クノロジーは『わたしの食べたいもの』を作ってくれるのか」など，技術に求めるもの（求めないも
の）は何か，を焦点とした．
　こうしたテーマ設定の意義は，問題発見や意見形成が起こりやすくするための手法上の工夫とい
うことにとどまらない．GM作物の経験を参照するなら，新しい技術の社会への導入では，研究者
や開発者が考える技術のメリットと，一般の人々が求めるものとの間のギャップが大きな問題とな
る．専門家が普及を目指す技術は，本当に市民の要望に応えるものになっているのかが問われねば
ならない．そのためには，ある技術，分野をそのまま会議のテーマとして掲げ，その将来像をアウ
トプットとして想定するような形では不十分である．逆に，市民がどんな製品を求めているのか，
求めていないのかというところから出発して，結果として，対象となる技術を，その要不要までを
含めて論じることができるようなテーマ構成が適切であると考えられる．

3.2 専門家パネルの構成
　もう一つの難点は，利害関係者が明確でない中での情報提供の方法，とりわけ専門家パネルの構
成であった．まだ社会的な論争が顕在化していないわけだから，推進派の専門家と反対派の専門家
が同じ時間配分で情報提供し，参加者の質問に答えるといったスタイルは取れない．今回は，そう
した対立構造を無理に作り上げることはせずに，一人の食品ナノテクノロジーの専門家に説明をし
ていただくスタイルを取ることとし，（独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所のナノ
バイオ工学ユニット長，杉山滋氏に依頼した．杉山氏は，農林水産省による研究プロジェクト「食
品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発」のリーダーでもあり，ナノテクノロジーの食品へ
の応用の分野で，日本における中心的存在の一人である．そのような立場から，杉山氏には，イベ
ント全体の「メインコメンテーター」として，参加者への情報提供や，鍵となる質問への対応にも
当たってもらった．必要に応じて，杉山氏からの情報提供を補完する形で，他分野・組織の研究者，
専門家にも，情報提供，質問への回答を依頼した．

3.3 ミニ・コンセンサス会議という設計
　コンセンサス会議は，科学技術評価のための市民参加型会議の手法としては最も本格的な部類に
属するものであり，それに応じて所要時間やコストが大きくなるという問題がある．今回は，時間
や予算の制約などから，コンセンサス会議に最低限必要と考えられる要素のみで構成した，計3日
間の「ミニ・コンセンサス会議」のプログラムを新たに設計した（表1，表2）．参加者数もフル規格
のコンセンサス会議では15人程度が一般的であるが10人に，20人近くなることがある専門家パネル
も5人（表3）に，それぞれ絞った．
　他方，筆者らが不可欠の要素と考えたのは，（1）一般の市民が専門家と直接対話しながら，情報
提供を受けること，（2）それを踏まえて市民がテーマについて議論すること，（3）最終的に市民が自
らの意見を文章の形でアウトプットすること——である．こうしたスタイルは，コンセンサス会議
を含め，より一般的には「市民パネル型会議」と呼んでよい．これら市民パネル型会議に共通する
要素に加え，とくにコンセンサス会議方式の特徴として，会議の途中で参加者全員の合意により専
門家への「鍵となる質問」を作成し，それに対する専門家の回答を聞いた上で議論を進める，とい
うことがある．今回は「ミニ」版ではあるが「コンセンサス会議」本来の特徴を生かすため，この「鍵
となる質問」作成の要素も設計に盛り込むことにした．3日間で縮小版のコンセンサス会議を行い
うることが確かめられれば，活用の可能性が広がることも期待できる．
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　なお，今回は，同じ「ナノテクノロジーの食品への応用」を対象として，ミニ・コンセンサス会
議の他にグループ・インタビューとサイエンス・カフェという，時間や参加者数，専門家の関わり
方などの異なるイベントを，同時期に並行して実施した（9月7日に開催）．これら二つにミニ・コ
ンセンサス会議を合わせた三つのイベントを「ナノトライ〈NanoTRI〉」と総称し，一連のものとし
て開催した10）．

表1　標準的なコンセンサス会議と「ミニ・コンセンサス会議」の違い

標準的なコンセンサス会議 ミニ・コンセンサス会議
会議全体の所要日数 4〜5日間 3日間
参加者（市民パネル）の数とグルー
プ構成（※）

15人〜20人程度
（5〜7人で3グループ）

10人
（5人で2グループ）

専門家パネルの数 数人〜20人程度 1人〜数人（今回は5人）
参加者が専門家と直接議論でき
る時間

1日半〜2日間程度 1日半

提言作成の時間 2日間（通常は宿泊を伴う） 1日間

※コンセンサス会議での議論や提言作成は，通常，参加者全員で討論する全体会議と，小グループに分かれて
のグループ討論を交互に行いながら進行する．

表2　ミニ・コンセンサス会議のスケジュール

日程 2008年
9月6日（土）9:30〜17:30 10月4日（土）9:30〜17:30 10月5日（日）9:30〜17:30

内容 1日目
○知識の共有
○鍵となる質問づくり

2日目
○専門家からの回答と対話
○参加者同士の議論

3日目
○参加者同士の議論
○提言の作成

会場はいずれも北海道大学理学部（札幌市）の教室を使用．

 
表3　「ナノトライ」に出席した専門家（敬称略）

氏　名 所　属

ミ
ニ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
へ
の

情
報
提
供
（
１
日
目
）

ミ
ニ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議

「
鍵
と
な
る
質
問
」
へ
の
回
答
（
２
日
目
）

グ
ル
ー
プ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

サ
イ
エ
ン
ス
・
カ
フ
ェ

杉山 　滋 （独）農研機構食品総合研究所ナノバイオ工学ユニット長 ○ ○ ※ ○
上田 昌文 NPO法人市民科学研究室代表 ○
中嶋 光敏 筑波大学教授 ○
南部 宏暢 太陽化学株式会社 開発担当執行役員 ○
山中 典子 （独）農研機構動物衛生研究所安全性研究チーム上席研究員 ○

　※印は情報提供資料の提供のみ．
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4. 実施経過と結果
4.1 参加者の募集
　ミニ・コンセンサス会議は，筆者らが行ってきた科学研究費のプロジェクト11）のメンバーでつく
る「ナノトライ実行委員会」12）と，北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット（CoSTEP）
が共同で主催した．イベントの運営には，CoSTEPの受講生も「対話の場の創造実習」などの授業
の一環として加わった13）．
　ミニ・コンセンサス会議への参加者募集は，8月上旬から，ナノトライの他の二つのイベント（グ
ループ・インタビュー，サイエンス・カフェ）と同時に行った．札幌市内や周辺でのチラシ配布，
北海道新聞への新聞広告，CoSTEPウエブサイトでの告知などによって，参加者を募った．ミニ・
コンセンサス会議とグループ・インタビューの二つは，事前に申し込んでもらい，応募者多数の場
合は，抽選することにした．
　ミニ・コンセンサス会議への参加資格については，イベントの全日程に参加でき，「未来の食品や，
食品へのナノテクノロジーの応用に関心があり，それぞれのイベントに参加して，ほかの参加者や
専門家の話をよく聞き，考え，積極的に議論してくださる方」（参加者募集チラシから）であれば，
だれでも応募できることとした．グループ・インタビューとの重複参加は不可とし，両方に関心の
ある人には，第一希望・第二希望の希望順位を付けて応募してもらい，抽選の際に考慮することに
した．なお，ミニ・コンセンサス会議とグループ・インタビューの参加者には，北海道大学の規定
に沿った謝金を支払うこととし，募集要領にその旨を明記した．
　8月下旬までの約3週間の募集期間で，ミニ・コンセンサス会議とグループ・インタビューに計25
人の応募があり，実行委員会において抽選を行った．性別・年代のバランスができるだけ均等にな
るように配慮しつつ，ミニ・コンセンサス会議に関しては10人の参加者を選んだ（表4）．全員が札
幌市内在住者で，年代は20代から70代まで，職業は会社員・公務員や自営業，大学院生，パートタ
イマーなど様々であった．

表4　参加者の属性
参加者 年代 性別 職業

A 20歳代 男性 大学院生
B 20歳代 女性 会社員
C 30歳代 男性 家庭教師
D 30歳代 男性 公務員（中学校教諭）
E 40歳代 女性 作家
F 40歳代 女性 パートタイマー
G 40歳代 女性 会社員
H 50歳代 男性 公務員
I 60歳代 女性
J 70歳代 男性 自営業

　参加申込書に記入された内容に基づいて作成した．

4.2 専門家による情報提供と「鍵となる質問」
　ミニ・コンセンサス会議の1日目（2008年9月6日）は，午前中，メインコメンテーターの杉山滋氏
と，食品の安全性に関する研究者であり動物への投与実験に関して知見を有する山中典子氏（（独）
農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所）の二人から，食品ナノテクノロジーに関する基
礎的な情報提供を受け，質疑応答を行った．このうち杉山氏の情報提供は，事前に実行委員会と打
ち合わせのうえ杉山氏が作成した，約30枚のスライドからなる情報提供資料（表5を参照）に沿って
行われた．山中氏からは，ナノ粒子の安全性の問題について，杉山氏の情報提供を補足する形で情
報提供を受けた． 
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　1日目の午後は， 10人の参加者だけで「鍵となる質問」を作成した．5人ずつ2グループに分かれ，
専門家からの情報提供を聞いて抱いた疑問や，各自の関心などを自由に出し合った上で，それらを
全員で主題ごとに分類・整理した．そして，それぞれの主題について，皆が出した疑問・関心など
を踏まえて，分担して質問文の案を作成した14）．最後に全員で，質問文の表現を検討し，出来上がっ
たのが表6に要旨を示した鍵となる質問である．
　質問づくりのための時間は正味3時間程度であったが，全員の合意で7項目にわたる鍵となる質問を
まとめることができた．質問のテーマも，専門家による情報提供の内容にとどまらず，食品をナノ化
する必要性や，食文化の問題などにまで広がった．なお，鍵となる質問は，限られた時間での暫定的
な論点の整理であるため，七つある項目の中には，例えば，1番目の「そもそもナノにする必要性は
あるのか」と，2番目の「ナノのメリット」のように，部分的に重なり合う論点も含まれている．
　会議1日目終了後，主催者側では，鍵となる質問の内容を踏まえて4人の専門家（メインコメンテー
ターを含む）を選び，ミニ・コンセンサス会議2日目への出席と質問への回答を依頼した．
 

表5　メインコメンテーターの情報資料「食品とナノテクノロジー」の構成

1. ナノとは
　ナノとはどんな大きさか．食品ナノテクノロジーの対象とする大きさ
　ナノ化することで得られる特徴（表面積の増大，生体内での挙動変化など）
2. ナノ食品の実例紹介
　実際の製品の例（ナノ食品，ナノテクノロジーを利用した容器・包装など）
　ナノ食品に期待されるもの
3. ナノの計測
　原子間力顕微鏡（AFM）を利用したナノ計測
4. ナノ食品の安全性
　有効性・安全性に関する研究の現状
5. ナノ食品の研究プロジェクト
　農水省のナノテクノロジー食品プロジェクトの紹介

4.3 ミニ・コンセンサス会議の提言
　ミニ・コンセンサス会議の2日目（10月4日）は，主催者側が依頼した4人の専門家（表3を参照）が
出席した．午前中，それぞれの専門家が鍵となる質問の内容に対して，20分ずつ回答した．
　メインコメンテーターの杉山氏は，1日目の説明を補足する形で，食品をナノ化する必要性につい
て「通常サイズには無かった新たな特性が出てくる可能性があり，新たな機能を持った食品が開発さ
れることが期待される」と述べた．味覚や食文化への悪影響の懸念については，「味わって食べること
のできる，おいしい食感，食味の食品の開発を目指しており，ナノ食品で味覚が衰えることはない」
と答えた．筑波大学の中嶋光敏氏も食品工学の立場から，食品加工にナノテクノロジーを応用するメ
リットと，食品をナノ化することで想定されるリスクについて，質問に答える形でコメントした．
　食品素材メーカーで開発を担当する南部宏暢氏は，企業での開発の実例として，界面活性剤（乳
化剤）を用いた乳化や分散の技術を紹介した．その技術は現在では粒径数十ナノ〜数百ナノメート
ルのレベルに達しており，缶入りのコーヒーやチューハイなど我々が日常接する商品がこれらのナ
ノテクに支えられていることが説明された．
　また，NPO法人市民科学研究室の上田昌文氏は，無秩序な氾濫が災いして一部の粗悪品をきっ
かけにナノ食品全体への拒絶感が強まるおそれや，安全性が十分確認されないままナノ物質の摂取
が増え，その中に慢性疾患を引き起こすものが含まれていることが後から判明する可能性などを指
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摘．「こうしたことをいかにして回避するかがナノテク食品の大きな課題だろう」と述べた．
　2日目の午後は，10人の参加者が5人ずつのグループに分かれ，引き続き1時間半ほど，専門家と
質疑応答や意見交換を行った．この際，4人の専門家はくじ引きで二人ずつのペア（杉山氏・南部
氏と上田氏・中嶋氏）となり，約45分ずつ，二つのグループを交替で訪れる形を取った．

表6　ミニ・コンセンサス会議参加者から専門家への「鍵となる質問」（要旨）

1 そもそもナノにする
　必要性はあるのか

食品をナノサイズに加工するのは，難しいことだと思えるのだが，わざわざ
加工することにどのような必要性があるのだろうか．技術が先行し，ニーズ
が後付けなのではないだろうか．食品のナノ化は誰が，何の食品でどのよう
に始めたのか．その歴史も含めて説明していただきたい．

2 ナノのメリット
ナノ食品の最大のメリットとは何か．消化吸収が良くなるということは，機
能性食品の機能性がより高まるのか．GM食品でも同様の研究（鮮度維持な
ど）があるが，その上，ナノテクノロジーで研究する利点はあるのか．

3 ナノのデメリット

ナノテクノロジーという食品加工技術が人間にとって安全なのか危険なの
か，まだ分かっていないということが分かったが，やはり，本当に安全なの
かどうか知りたい．今，それが分からないのだとしたらそれはなぜか．アレ
ルギー物質はナノになってもアレルギーなのか．粉が喘息（ぜんそく）につな
がるのではないか．

4 許認可・規制

「ナノ」という言葉が拡散している印象がある．食品のことでは，「表示ラベ
ル」に「ナノ」と書いてある時，その言葉は「本当の」ナノなのか疑わしい．ナ
ノと呼ばれるための規格・標準化・用語の定義を早急に進めるべきだ．そ
れも国際規格で進めるべきだ．というのも輸出入のことがあるからだ．現
状の日本政府及び国際機関における「ナノ」の規格づくり，標準化，そして
客観的な評価尺度の構築の進み具合を教えていただきたい．他国の「ルー
ルづくり」も知りたい．政府はどのような方法でナノ食品を広め，発展させ
ていく意図があるのか．

5 ビジネス・地場産業

【ナノ食材の開発について】実際の開発の現場では，どこまで開発が進ん
でいて，今，何をしているのか．一般の市場や，飲食業界にはどこまで普
及しているのか．どんな企業が狙っているのか．ナノにすることで，コスト
が安くなるのか．政府や企業は，ナノテクノロジーにどの位お金をつぎ込ん
でいるのか．【ビジネス，地場産業に活かす方法】北海道の景気アップにつ
ながる産業はないか．

6 食文化

ナノ食品には食感や食味の変化があるというが，味覚，かみごたえなど，
機能，栄養価以外でのメリットや魅力はあるのか．おいしさを失うことはな
いのか．食材として食品に利用される場合，摂食する人間が，ナノ食品を
認識せずに口にしてしまうことが，倫理的に問題はないのか．また，それを
防ぐための表示の規則をどの機関がどのように作るのか，あるいは現時点
でもあるのか．ナノ食品による食習慣，食文化への影響はないか（消化吸収
の良さによる満腹感の喪失や噛まなくなってしまうおそれ）．

7 ナノの未来

世界的な食料危機が訪れる中，いままで食べられなかったものをナノ化で
食べられるようにならないか．ナノ食品を食べ続けることで人間の味覚は衰
えないのか．「未来の食」は生命を維持するためだけのものか．私たちが食
べたくなる「ナノ食品」を作ってほしい．食全体の中で，ナノテクノロジーが
将来的にどのような位置を占めると専門家は考えているか．
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　その後，10人の参加者による提言文書の作成の議論に入った．初めに，「未来の食に何を求めるか」
「ナノテクノロジーは『わたしの食べたいもの』を作ってくれるのか」というナノトライのテーマに
沿って，全体で自由に意見や感想を出し合い，それを整理して提言の骨格を作った．その骨格をも
とに，個人，またはペアで分担して執筆した．そうして出来上がった草稿を，スタッフがパソコン
に入力し，画面に映し出したものを参加者全員で文章を検討し，必要がある所はまた分担して補筆
する，という繰り返しで，議論を進めていった．翌日，最終日となる3日目（10月5日）も，午前中
からこのような議論，作業を続け，予定より約30分遅れの午後6時ごろ，全6ページの提言（表7を参照）
が完成した15）．
　提言は前文と五つの章からなっている．安全性の確立（第2章）や，企業，行政による情報公開（第
3章）を求めるだけでなく，ナノテクノロジーを応用するのであれば，こういう食品を作ってほし
いという具体的な提案（第4章）がなされている．こうした個別の論点と並んで注目すべきことは，「食
べることは生きる歓びであり，生きる原点」（第1章）であるという，提言全体を貫くトーンである．
提言の冒頭，第１章は次のように始まる．

　「食べるということ」それは，人間の命を支える根源的な行為であり，何世紀にもわたって，
各民族が固有の食文化を守り続けてきました．噛むことで，おいしさを感じ，おいしいものを食
べることで，幸せな気持ちになれます．
　食品の保存を目的とした原始的な食品加工（例えば，干す・漬けるなど）は，食材の原形が分
かる状態なので，見た目で味や食感を想像することができます．
　ナノテクノロジーなどの新しい食品加工の技術が発達することで，食材を簡単に想像できない
タブレット，ゼリー，液体でも栄養が摂取できるような商品も登場しました．これは，健康上の
問題で消化機能がおとろえている人には福音である反面，見た目の味わいがなく，噛み応えのな
い，無味乾燥な食事が3食になる可能性も考えられます．食べることは生きる証．毎日，おいし
いと感じられる食事を楽しみたいので，ナノ食品にもこの歓びを確保することを願います．
　食育や地産地消がうたわれていることもあり，時間をかけて，素材からゆっくり調理したもの
を家族と食べたいと思います．しかし，今の生活環境では，親も子も忙しく，半調理品なども利
用しながら，食事の準備を短縮している現状があります．食事を作る労力を軽減しながら，おい
しく安全な食事ができる商品開発を望みます．（後略）

（「ナノトライ」ミニ・コンセンサス会議 提言第1章から）

　研究開発がどういう方向に進むか現時点では明らかでないが，ナノテクノロジーの応用にあたっ
ては，この「原点」を踏み外すべきでない．そうした価値観の表明である．この主張そのものは，
食品へのナノテクノロジーの応用といささかも対立するものではない．しかし，研究開発に携わる
専門家の話には含まれていなかった（少なくとも強調はされていなかった）要素であることも，ま
た確かなのである．これこそは，上流での対話を通じて，初めて公共の場に現われた市民的価値で
あると言ってよいだろう．第2章以降に続く，安全性や情報公開，食品への応用に関する具体的な
注文などは，すべてこの原点に沿って提言されているのである．
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表7　ミニ・コンセンサス会議でまとまった提言（要旨）

「未来の食」への注文〜ナノトライ「ミニ・コンセンサス会議」からの提言〜

第1章
食べることは生きる
歓びであり，
生きる原点

・ 「食べるということ」は，人間の命を支える根源的な行為である．噛
むことで，おいしさを感じ，幸せな気持ちになれる．

・ 新しい食品加工の技術が発達することで，食材を簡単に想像できない
タブレット，ゼリー，液体でも栄養が摂取できる商品も登場した．こ
れは消化機能がおとろえている人には福音である反面，見た目の味わ
いがなく，噛み応えのない，無味乾燥な食事が3食になる可能性もあ
る．ナノ食品にも食べる歓びの確保を求めたい．

・ 食事を作る労力を軽減しながら，おいしく安全な食事ができる商品開
発を望む．とれたての味を産地でなくても食べられる可能性がある反
面，地域風土と食材との結びつきが薄れる可能性もある．

・ 食物加工におけるナノテクノロジーを考えることは，食文化全体を見
直すきっかけになる．

第2章
安全性の確立にむけて

1　ナノ食品の定義や基準の整備が必要　本提言では「ナノ食品」を，「食
品自体のサイズがナノサイズであるというときには，一辺が100ナノメートル
以下であるもの」「食品自体ではなく，食品加工，製造過程の段階でナノテ
クノロジーを利用したもの」「食品包装や容器にナノテクノロジーを利用した
もの」と定義する．責任ある専門機関による，しっかりとした定義，ISOな
どのような国際基準を作ってほしい．

2　消費者が安心して選択･購入できるためのナノ食品の表示の工夫・認証
機関による認定　成分表示，製造過程，使用目的の表示の明確化を．ナ
ノ食品と知らずに摂取することを防いでほしい．生理的に変化がおきそうな
食品には警告表示を明示する規制をすべき．安心して購入できる統一規格
としてのナノマークや段階別表示を導入してほしい．

3　消費者の声が反映されるシステム　消費者が，製品のあり方について，
ナノ食品の開発者と一緒に能動的に考え，将来的ビジョンを打ち出すこと
のできるシステム作りを望む．

4　安全な労働環境の確保　ナノ食品の製造に関わる労働者の安全性の
確立を．労働者の健康影響についての継続的な調査が行われるべき．雇
用者側による正確なリスク情報の提供や安全教育の実施など義務化を．

第3章
情報公開

1　企業への提案　ナノテクノロジー利用の実態の公表を求める．社会的
なコンセンサス（合意）を得ようとするならば，積極的に製品情報の開示を
行い，透明性を向上させるべき．企業自らリスク評価をし，対策と情報の
開示を実施する戦略的情報開示がビジネスチャンスにつながる．

2　公的機関への提案　多くの情報を集約し，広く発信することを求める．
消費者が「知りたい」と思った時に，容易にナノ食品について情報を得るた
めのアクセス環境の整備を．
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第4章
私たちの願うもの
望むもの

今より豊かな生活のための食品を，ナノの特性を十分に生かした形でつくっ
てほしい．ナノ食品の進展のために，人体の生理機構に立ち返り，研究を
することが必要である．そのメカニズムが解明される中で，ナノ化できる食
品の範囲も，ナノ化の方法も定まるだろう．メカニズムが解明された上で選
ばれるのは「食べる歓び」や「消化・吸収」を助けるナノテクノロジー．それ
を超えるものや反するものではない．

1　味・風味・食感などの充実　人間が本能的に持っている食べることの「歓
び」を実感できる食品／風味や新鮮さが長く保たれ，できたての弾力を維持
できる食品／もちもち感やしっとり感のある新しい食感の実現

2　吸収率の改善　ナノ化した栄養素を添加し，吸収率を向上させた食品
／機能性食品や栄養補助食品など，成分吸収率向上により，摂取量が少
なくても，機能を果たす食品／単品の栄養ではなく複数の掛け合わせによ
り，相乗効果を狙った食品／多種の栄養素を摂取できるように，炭水化物
に北海道の特産物をナノ化したものを混ぜ込んだ食品

3　外気や菌などから食品を守る技術　天然自然成分を使いナノサイズにし
た被膜を作り，菌の繁殖を遅らせる，もしくは賞味期限を引き延ばすことの
できる食品／スプレーするだけで，被膜が食品を覆い，菌の繁殖を防いで
くれるもの

4　廃棄されていた食材を，ナノ化で利用できるようにする技術

第5章
未来の食に親しむ
〜ナノ・アート教育〜

食べるということは，命の根源に関わることである．科学技術の進歩によっ
て，食生活が日進月歩で変化していく可能性がある．すべての人々が身のま
わりの科学技術，とりわけ食への応用について，知る権利がある．広義の
科学教育，アート教育として，次の具体例を提案する．

1　学校教育の場面で　学校教育の中で，理科，家庭科，保健体育科な
どの科目において，科学技術，食育，人体のしくみに関連付けて，ナノテ
クノロジーを教科横断的な素材として取り扱う．実例として，学校給食の
食材への関心を高める．総合的な学習の教材としての活用も考えられる．

2　メディアを積極的に活用した教材　学校教育の場面以外でも活用でき
るよう，メディアを利用した教材を製作，発信してほしい．

3　子どもが感じ，親しめるような，身近なアートとしての素材　「遊びながら，
ナノに触れる」をコンセプトに，ナノテクノロジーを題材とした遊具を製作する．

（例えば，「ナノトランプ」「ナノカルタ」など）．ナノテクノロジーという新しい概
念は，芸術として高めうる可能性もある．上質で，心の琴線にふれる表現によっ
て，ナノが身近なものであることを印象づけられれば，すばらしい．

4　専門家と市民＝消費者の間に立つ人間の養成　消費者，市民に判断
材料を提供するため，多数の分野の専門家から情報を引き出せる，コー
ディネーターとしての存在が必要である．そのような人材の育成を進める
政策を求める．

5　ナノをともに語り合える，サロン的な場の創造　食や健康をテーマにし
て，専門家もふくめた市民がお互いに語り合えるサロンがあるとよい．自由
な議論のできる場が，当たり前の存在になることで，よりいっそう，ナノを
身近に感じ，主体的に判断ができるようになるだろう．
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4.4 参加者と専門家による事後評価
　参加者への事後アンケートを見ると，ミニ・コンセンサス会議への評価は，概ね肯定的なもので
あった．
　「2日目の会議で，4人の専門家と十分対話することができましたか」との問いには，参加者10人
中2人が「十分できた」，6人が「ある程度できた」と答えた．また，2日目後半から3日目にかけて作
成した提言書について，「あなたのご意見は反映されたと思いますか」と聞くと，「反映された」2人，

「ある程度反映された」７人という結果であった．会議全体の評価としては，「満足」5人，「やや満足」
4人という結果であった．
　ただ，「会議項目について，良く理解して書き出して行く仕上げの時があまりにも少なすぎ，あ
わててしまう．少し最後の時間を長くしてほしい」（アンケート回答から）などのように，提言をま
とめるための時間の不足を指摘する意見が目立った．また，提言作成を行った3日目の会議について，
自分の考えを他の参加者に伝えることが「あまりできなかった」，提案書に自分の意見は「ほとんど
反映されなかった」と答えた参加者もおり，提言の文章化が優先され，十分に発言の機会が回って
こなかったという感想もあったようである．それでも，出来上がった提言に関しては，大半の参加
者が「短い期間でまとめたにしては，よく網羅されている」「パネリストの意見が偏りなく一つにま
とまった」「意識の高い市民が意見を戦わせたことで，ある意味とりこぼしのない，一般を代表す
るような提言になった」（同）など肯定的に捉えていた．
　筆者ら主催者側が会議終了後に専門家に対して行ったインタビュー16）でも，出された提言や，コ
ンセンサス会議手法の有効性を肯定的に評価する意見が多かった．メインコメンテーターの杉山滋
氏は，「食品関係のナノテクに対する印象，イメージが決してマイナスでないことが分かっただけ
でも私にとっては大きい」と感想を述べた．中嶋光敏氏も「参加者の方に7割，8割のポイントを理
解していただいた上で，違った意見を頂戴できた．今まで『一般の人はどう考えているのかな』と
自信が持てないところがあったが，こういう意見が出て参考になる」と語った．一方，上田昌文氏
はコンセンサス会議手法の有効性を評価しつつ，「これだけの時間とお金をかけてやっていること
が，どれくらい社会に受け止められるものになるのかが不透明．これはコンセンサス会議そのもの
が担うべきというよりは，別の方法で成果を広めていく必要がある」と，課題を指摘した．

5. 考察とまとめ
　本研究の課題は，研究開発の早い段階にある技術への市民参加に対して，コンセンサス会議が有
効に機能するどうか，またそのために必要な工夫は何かについて，ミニ・コンセンサス会議の試行
を通じて明らかにすることであった．この課題に沿って，実践をふりかえり，論文のまとめとしたい．
　まず，実践を通じて確かめられた第一の点は，アップストリームな技術の話題について，一般の
参加者が議論し，提言をまとめる手法として，コンセンサス会議が有効に機能しうることであった．
このことの実用的な意義は大きい．今後，食品に限らずナノテクノロジーに関するあらゆる分野で，
市民参加による議論が必要な場面が数多く生じてくると思われる．その手法の有力な選択肢として，
コンセンサス会議方式やその変形版を含む，市民パネル型会議を加えることができる．
　その上で検討しておくべきことは，今回，ナノテクノロジーの食品への応用をめぐる議論に，コ
ンセンサス会議のやり方がうまく適用できた意味を，どのように捉えればよいか，ということであ
る．これはいわば，コンセンサス会議を含む市民パネル型会議と，アップストリーム・エンゲージ
メントとの相性の問題である．これまでの一般的な定義では，コンセンサス会議は「論争状態」に
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あるテーマを対象としており，ナノテクノロジーのような上流段階にある技術は，コンセンサス会
議の適用範囲からは除外されていた．実際，この手法をアップストリーム・エンゲージメントに用
いるには，いくつかの難点が予想された．2章でも述べたように，論争の顕在化している主題であ
ればこそ，相対立する複数の研究者や利害関係者による情報提供に基づいて，参加者が賛成や反対
の議論を組み立てていくことができる．今回，専門家の情報提供の中には，そうしたあからさまな
対立，論争は含まれていなかった．けれども，議論は十分に成立し，提言を得ることができた．
　ここから少なくとも，対象とする技術をめぐる社会的論争の存在自体は，コンセンサス会議の成
立要件ではない，と言えそうである．たった一度のミニ・コンセンサス会議の経験を過剰に一般
化することは避けるべきであるが，3章で述べたテーマ設定と専門家パネルの構成に関する工夫が，
それなりに奏功したとも言えるであろう．
　この二つの工夫の意味を改めて考えてみよう．アップストリーム・エンゲージメントでは，対立
する専門家パネルの議論によって問題点を浮かび上がらせるという方法を，基本的に取ることがで
きない．今回の場合は，杉山滋氏による情報提供を主な手がかりとして議論が進められた．こうし
た状態で，かりに対象とする技術自体を議論のテーマに置いてしまえば，専門家の方が多くの知識
を持っているわけだから，一般の市民からなる参加者との間に圧倒的な力の差が生じ，参加者の側
から独自の問題発見や意見形成がなされることは難しかったであろう．今回は，テーマを「ナノテ
クノロジーの食品への応用」そのものに置くことはせず，「未来の食への注文」「わたしたちが求め
るもの（求めないもの）」というテーマを設定した．これによって，技術の詳細を離れて自らが食に
求めることは何か，という議論を，参加者が活発に展開することができた．その結果，提言第4章「私
たちの願うもの望むもの」のように参加者の注文がストレートに表現されるとともに，第1章「食べ
ることは生きる歓びであり，生きる原点」のように，技術の内容に必ずしも縛られずに，食をめぐっ
て大事にしたい事柄が表現されたのだと思われる．
　このことをもう少し一般化して述べれば，対象とする科学技術の話題に応じて，現時点でどのよ
うな分野や立場の専門家（利害関係者を含む）を確保できそうか見通した上で，その顔ぶれに応じ
たテーマ設定をする，ということが必要なのではないか．専門家パネルの中に明確な意見の対立が
生まれない場合は，今回のように，中心的なテーマを，いわば研究開発側の有するシーズに置くの
ではなく，参加者側のニーズから出発するようにするのも一つの方法であろう．そうすることで，
専門家と市民との視点の差異を浮かび上がらせ（例えば提言の第1章），そこを核として，議論や意
見形成を進めていくことができる．
　最後に，このコンセンサス会議を「ミニ」版で行ったことの評価について触れておきたい．今回
は時間や予算の制約などから，日程を3日間に短縮し，参加者や専門家の数も絞らざるを得なかっ
たという事情がある．ところが，規模をコンパクトにしたことにより，ファシリテーターも含めて
10人前後の比較的小規模なチームで運営したにもかかわらず，かなりスムーズに進行することがで
きた．もちろん時間不足の不満は参加者の間に残ったとは言え，通常のコンセンサス会議と同じよ
うなコンセンサス文書が得られた．以上は運営に当たった筆者らの感想にすぎないが，小規模なコ
ンセンサス会議の持ち方を，積極的に検討しても良いのではないかと考えている．
　この点に関して言えば，コンセンサス会議がコンセンサス会議であるための手法上の必要条件を，
改めて明確にする必要がある．今回の実践では，日程こそ短縮したが，会議の途中で専門家への鍵
となる質問を作成し，それに対する回答を聞いた上で議論を進めることや，最終的に参加者が自ら
の意見を文章の形でアウトプットすることなど，この方式の根幹と思われる要素は維持した．しか
し，運営主体の組織や，情報提供の方法，会議の各段階での専門家の役割など，細部にわたっては，
運用の方法に必ずしも明確な指針が無く，その都度，主催者側で議論しながらフレキシブルに方針
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を決めていった．この点，コンセンサス会議の活用の幅を広げる意味でも，諸外国での蓄積にも学
びつつ，ルールブック的なものを整備していく必要があると考えられる17）．
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注
 1） 日本におけるコンセンサス会議の実践の経過については，小林（2004）や，小林（2007）に詳しい．

北海道で2006年に行われた「遺伝子組換え作物コンセンサス会議」に関する論考も参照 
（三上 2007; 森岡 2007; 杉山 2007; 渡辺 2007）．

 2） 小林（2004: 40）が引用しているSimon Jossらによる定義．
 3） 英国王立協会・王立工学アカデミーの報告書（RS/RAE 2004）は，ナノテクノロジーの社会的影響に

ついて広範に指摘し，その後の議論に大きな影響を与えている．また，ナノテクノロジーのリスクに
対する，NGOからの代表的な批判としてETC Group（2004）を参照．

 4） ナノテクノロジーに関する市民参加型の実践例のレビューは，Gavelin et al.（2007），山口（2008）を参照．
 5） Nanojury UKの詳細については，ウエブサイト（http://www.nanojury.org.uk/）を参照．なお，

Nanojuryに関して，アップストリーム・エンゲージメントの視点から取り上げた論考として，Burri 
and Bellucci（2008），Pidgeon and Rogers-Hayden（2007）を参照．

 6） 提言の全文は，http://www.nanojury.org.uk/pdfs/recommendations.pdfを参照．
 7） このコンセンサス会議の概要と提言は，http://www.nanoceo.net/files/consensus_conference_report.

pdfを参照．
 8） 詳細は，http://www4.ncsu.edu/~pwhmds/を参照．
 9） 食品へのナノテクノロジーの応用の研究開発の動向については，JST研究開発戦略センター（2008）

を参照．
10） グループ・インタビューとサイエンス・カフェの実施結果や，ナノトライの三つのイベントの比較・

考察は，別稿において展開する．
11） 基盤研究（B）「ナノテクノロジーノロジーが農業・食品分野に及ぼす影響評価と市民的価値の反映

に関する研究」（2006〜2008年度，研究代表者 立川雅司）．
12） 実行委員は，杉山滋郎（北海道大学，実行委員長），立川雅司（茨城大学），高橋祐一郎（農林水産

省農林水産政策研究所），三上直之（北海道大学），山口富子（国際基督教大学），河野恵伸（農林
水産省農林水産技術会議事務局）の6人である（所属は当時のもの）．この他に，アドバイザーとして
若松征男氏，エバリュエーター（評価者）として藤田康元氏の参画を得た．

13） グループファシリテーター，書記などとしてナノトライの運営に参加したCoSTEP受講生は，佐藤道
子，白田茜，花岡賀子，横川修，横田麦穂，畠山拓也，宮村謙一郎の各氏であった．

14） 2日目以降も含めて，ミニ・コンセンサス会議の討論では，各グループにグループファシリテーター
が一人ずつ付き，議論の進行や文章化を支援した．また書記係が，グループ討論及び全体会議におい
て，参加者の書いた質問文案をパソコン上で清書し，スクリーンに表示し，参加者の議論に対応して
画面上で書き換えるなど，文章化の支援を行った．この文章化支援の方法は，筆者の三上・杉山も企
画運営に参画した，北海道における「遺伝子組換え作物コンセンサス会議」のコンセンサス文書作成
に際して用いた手法（森岡 2007: 101-102）を応用したものである．

15） 提言の全文はナノトライのウェブサイト（http://costep.hucc.hokudai.ac.jp/nanotri/）を参照．この提
言の内容を含め，ナノトライの実施結果については，ウエブサイトでの公表に加え，各種学会での発
表，関係団体，行政担当者への情報提供などを行った．
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16） 筆者の一人である杉山滋郎が，インタビューおよびその記録映像の撮影，編集を行った．編集済みの
インタビュー映像は，上記のナノトライのウエブサイトに掲載されている．同じ動画の中で，ミニ・
コンセンサス会議の議論の様子も紹介されている．

17） 本稿は，科学研究費補助金基盤研究（B）「ナノ・フードシステムをめぐるガバナンスの国際動向と
その形成手法に関する研究」（課題番号：21380135）および同若手研究（B）「科学技術の参加型評
価手法の理論的基礎の解明および実用化支援ツールの開発」（課題番号：21700839）による成果の一
部である．ミニ・コンセンサス会議を含む「ナノトライ」は，科学研究費補助金基盤研究（B）「ナ
ノテクノロジーが農業・食品分野に及ぼす影響評価と市民的価値の反映に関する研究」（課題番号：
18380138）および科学技術振興調整費新興分野人材養成プログラム「科学技術コミュニケーター養成
ユニット」の一環として実施した．

　　 本稿は，ナノトライの実践の文書記録や録音データ，フィールドノーツ等に基づいている．執筆にあ
たっては，これまでの共同研究の成果を踏まえて，三上が草稿を作り，筆者全員で内容を検討した．
検討結果のフィードバックを受けて，三上が完成稿を作成した．
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