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1.　はじめに
　昨年11月，北欧デンマークで，日本の科学技術コミュニケーションとも少なからぬ関わりのあ
る一つの政府組織が廃止される方針が固まった．廃止の対象とされたのは，デンマーク技術委員会

（DBT）．1980年代から様々な市民参加型会議の手法を考案し，科学技術への市民参加の分野で世
界を先導してきたテクノロジーアセスメント（TA）機関である．
　TA機関とは，科学技術に関わる社会的問題について，専門家や市民の参画を得ながら独立のス
タンスで調査や評価を行う組織である．日本には存在しないが，欧州諸国では，議会の付属機関や，
独立の国家機関などとして設置され，科学技術に関わる政策や諸問題について，立法府や行政府に
対して助言する機能を担っている．
　DBTは数あるTA機関の中でも，1986年の設立当初から，科学技術の評価を専門家だけでなく市
民の参画も得て行う参加型（participatory）TAにとくに力を入れてきた．その存在と活動は，日本
の科学技術コミュニケーションや関連分野の研究者や実践家にとって，一つのモデルであり続けて
きた．
　モデルの最たるものは，科学技術への市民参加の手法として諸外国でも広く用いられてきたコン
センサス会議（consensus conference）である．コンセンサス会議は，1993年に日本に初めて紹介（若
松 1993）された後，1998年，1999年の二度の試行（小林 2004, 1-120; 若松 2010, 36-75）を皮切りと
して，約10回にわたって国内で実施されてきた．2000年には，農林水産省の外郭団体が遺伝子組
換え（GM）作物をテーマに開催し（小林 2004, 175-312; 若松 2010, 155-174），2006年には北海道庁
が同じくGM作物についての会議（三上 2007）を開催するなど，新しい技術に関する政策への市民
参加の方法として用いられている．国内でのコンセンサス会議の企画運営には，科学技術社会論や
科学技術コミュニケーションの研究者が深く関与し，これら研究者の実践的研究として，科学技術
に関する政策立案への市民参加の意義や方法，専門家と市民との対話のあり方などについて考察が
生み出されてきた．また，手法を導入するだけでなく，デンマークでDBTが行う市民参加型会議
についての事例検討を行い，そのノウハウを日本での科学技術や環境分野での市民参加の実践に生
かそうとする研究も行われてきた（水野ほか 2004など）．

報告
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　2009年9月には，DBTの主導により，日本を含む世界38カ国において，同じ日に，同じ情報資
料や同じプログラムを用いて，各会場約100人ずつ，計4000人余りの市民が，気候変動問題につい
て話し合う世界市民会議World Wide Views（WWViews）が開催された（Rask et al. eds 2011）．日
本でこのプロジェクトに参加し，国内での会議実施の中軸を担ったのも科学技術コミュニケーショ
ンや関連分野の研究者である．DBTが国際的なネットワークにより展開したこのプロジェクトも，
日本のこの分野の研究者にとって，科学技術に関わるグローバルな課題をめぐる市民対話の可能性
を探求する機会となった（三上 2010; 八木 2010; 山内 2010）．
　こうした経緯から言って，「DBTの廃止」は，日本の科学技術コミュニケーション関係者にとっ
て衝撃的なニュースであった．とはいえ，昨年11月の第一報以降，廃止の詳しい経緯やその後の
展開について，必ずしも十分な情報は伝わっていない．そもそもなぜDBTは廃止されることになっ
たのだろうか，その活動は今後まったく消滅してしまうのだろうか．
　本論を先取りして述べれば，政府機関としてのDBTは廃止されるが，その活動は新たに設けら
れる同名の民間財団に引き継がれる方針が固まっている．2012年2月，DBT設置法を廃止するた
めの法案がデンマーク議会に上程され，近々成立する見込みである．ちょうどこうした折，筆者は，
3月27日から31日までデンマークを訪問する機会を得て1），DBT事務局スタッフに直接話を聞くこ
とができた．本稿では，この訪問を機に得た情報と，デンマーク議会や同政府，DBTのウェブサ
イトなどからの情報も参照しながら，今回のDBT廃止という方針の経緯や背景と，今後の展開の
見通しを報告する．

2.　デンマーク技術委員会（DBT）とは
　DBTとは，英語名であるThe Danish Board of Technologyの略称であり，正式名称はデンマー
ク語でTeknologirådetという．Rådetは英語で言えばcouncilの意味だから，直訳すれば「科学技術
諮問委員会」「科学技術評議会」とでもなるだろう．日本では「デンマーク技術委員会」，もしくは
英語の略称でDBTと呼ばれることが多い．
　その目的や組織，財政などは法律（今回廃止されるDBT設置法）に規定されている．それによると，
DBTは独立機関として設置され，科学技術の発展を監視し，それが社会や個々の市民に与える影
響を研究し，独立の立場から科学技術の社会的影響の評価を行う．また，科学技術に関する社会的
議論を促すべく，研究や評価によって得られた結果を，議会を始めとする政策決定者や国民に対し
て伝える役目を担う，とされている．評価の手法は，DBT自身が自由に選択することとされてい
るが，国民が直接参加するような方法に重きを置くべきである，と定められている．
　DBTの組織は，科学技術大臣が指名する議長および理事10名からなる理事会と，各種団体の指
名によって選ばれる最大50名の委員が参加する評議会，そして事務局の三つの部分からなる．こ
のうち事務局は，参加型会議の企画運営を始めとする各種のテクノロジーアセスメント活動の実務
を担う実動部隊であり，事務局長を筆頭に十数名の職員で構成されている．DBTの運営のために，
政府から毎年約1000万クローネ（約1億5000万円）の交付金が支出されてきた．
　デンマークでは憲法上，議会が付属機関を持つことが禁じられている．そのため，DBTは他の
欧州諸国に見られるような議会直属の機関ではなく，組織上は科学技術省（Ministry of Science, 
Innovation and Higher Education）の管轄の下にある．ただ，その運営は政府から独立しており，
TAで取り上げるテーマや，内部での予算などを含めて，理事会が独自に決定することになってい
る．
　DBTの設立は今からおよそ四半世紀前，1986年にさかのぼる．この頃すでに米国では，議会付
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属のテクノロジーアセスメント機関として1972年に設置されたOTA（the Office of Technology 
Assessment，1995年に廃止）が，約2000万ドルの予算と約200人の職員を抱え，年間数十本にも
のぼる報告書を出すなど，旺盛な活動を展開していた（Vig and Paschen 2000）．これをモデルと
して，欧州でも1970年代からTA機関設置の機運が高まっていく．そして80年代に入ると，米国
のOTAと比べるとかなり小規模であるが，デンマークを含む五つの国と欧州議会に相次いでTA機
関がつくられた．
　これら欧州のTA機関は，米国のOTAに範をとっていた点では共通していたが，各国の社会的・
政治的な状況などを反映して，活動の焦点はそれぞれ異なっていた．フランスやドイツ，英国，欧
州議会のTA機関が，科学技術に関する専門的な知見を議員らに提供する機能に徹してきたのに対
して，デンマーク（DBT）やオランダでは，そうした意思決定支援の役割に加え，科学技術をめぐ
る社会的な諸問題に関する公共的な議論を喚起することが目指された．
　欧州における議会TAの展開について検討したPetermann（2000）は，前者を道具モデル（instru-
mental model），後者を討議モデル（discursive model）と分類している．むろん両者は相互に排他
的なものではなく，討議モデルを志向するDBTなどにとっても，議会や政府に対する意思決定支
援は，その基盤をなす重要な役割である．DBT事務局長のラース・クリューバーも，DBT設置の
背景には大きく分けて二つの議論があったと回顧している（Klüver 2000, 175）．一方では，いわば
デンマーク版OTA（a copy of OTA）として専門的な調査・分析に基づくアドバイスを議会に対し
て提供する役目を強調する議論があった．他方で，デンマークの参加民主主義の伝統に根ざすかた
ちで，市民の討議や啓発（public debate and enlightenment）の要素をTAの中に盛り込むべきだと
する主張も根強かった，という．両者が合流する形で，DBTは設立された．
　そうした設立の理念を体現する代表的な手法が，コンセンサス会議である．コンセンサス会議は，
一般から公募や無作為抽出などの形で選ばれた約15名の市民パネルが議論の主役となって，新し
い科学技術の社会的影響を評価し，その研究開発や規制のあり方について政策提言する会議手法で
ある．デンマークでは1987年に最初に実施されて以来，二十数回のコンセンサス会議が開かれて
きた．テーマとしては，遺伝子治療や遺伝子組換え作物などの先端技術だけでなく，環境問題や都
市の交通問題など科学技術に絡む社会的な問題が幅広く取り上げられている．
　会議は，事前2度の週末準備会合と，3〜4日間の本会議からなり，計約1週間に及ぶ．その間，
市民パネルは専門家からの情報提供を受けながらテーマについて学習し，討論を深めていく．コン
センサス会議は，まさに科学技術に関する問題を一般の市民が参加して徹底的に議論する場をつく
るための手法である．
　デンマークでは，コンセンサス会議を通じて，各回十数人ずつとはいえ，一般の市民が科学技術
の関わる社会的な問題について計1週間かけて学び，議論する場を約20年にわたってつくり続けて
きた．しかも，コンセンサス会議によって喚起される議論には，十数人の市民パネルだけが参加す
るのではない．会議プロセスの一部は傍聴者に公開され，議論結果は新聞などでも報道されて，直
接の参加者である市民パネルの何十倍，何百倍もの人々を間接的に議論に巻き込んでいく．こうし
た場の創出は，会議結果が当該テーマに関わる政策決定にじかに用いられるか否かに関わらず，科
学技術をめぐる社会的な諸問題に関する公共的な議論を喚起する意味を有していると言えよう．こ
れがコンセンサス会議の一つ目の意義である．
　加えて，デンマークでのコンセンサス会議は，その結論が議会や政府に提供されるという形で活
用されてきた．コンセンサス会議の結論は，当該の科学技術に直接の利害や専門知識のない一般の
市民が，かりに十分な情報や討議の機会を与えられたら，その社会的影響や取るべき政策について
どのように判断しうるかを知る貴重な手がかりである．その手がかりが詰まった報告書を参照意見
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として議会や政府に提供することにより，科学技術に関わる政策決定を支援するというのが，コン
センサス会議のもう一つの意義である．
　このように，科学技術をめぐる社会的な諸問題に関する公共的な議論の喚起と，科学技術の社会
的影響に関する知見を議員に提供する意思決定支援という上述したTAの二つのモデルが，コンセ
ンサス会議という手法の中には込められているのである．
　当初，3年の時限付きで発足したDBTは，1989年にさらに5年間延長されることが決まる．そし
て1995年には，現在のDBT設置法がつくられ，常設機関としての位置づけを獲得した．その間に
も，DBTの考案した「科学技術への市民参加」のモデルは，世界各地に紹介され，導入されていく．
コンセンサス会議に限っても，1980年代から2008年までの間に，欧州諸国や北米，南米，アジア，
オセアニア，アフリカなどの二十数カ国で，少なくとも約80回が開かれている2）．コンセンサス会
議以外にも，DBTが開発したさまざまな市民参加型の会議手法があり，例えば日本ではシナリオ・
ワークショップという手法が紹介され，東京湾の干潟の再生をテーマとした社会実験が2003年に
行われている（若松 2010, 112-150）．
　もっとも，コンセンサス会議は，参加できる人数の割に多額の経費や時間を要する手法であり，
後述するように政府からの交付金が抑制される中，DBT自身は2000年代後半に入ってからは実施
していない．とはいえDBTは，参加型TAの旗を降ろしたわけではない．諸外国のTA機関などと
連携しながら，他の新しい手法の開発に取り組んできている．DBT事務局スタッフによると，政
府からの交付金とは別に「2011年度の実績では，200万米ドル超（1億数千万円）の外部資金をEU
などから調達し，プロジェクトに取り組んでいる」3）という．EU資金による主なプロジェクトとし
ては，議会TAの活用を研究するPACITA （Parliaments and Civil Society in Technology Assessment）4）や，
安全・安心に関する意思決定を支援するシステムの開発を行うDESSI （Decision Support on Secu-
rity Investment）5）などがある．
　そうした国際的な展開の延長線上に，冒頭でも触れた世界市民会議がある．これは，コンセンサ
ス会議を始めとする市民参加型会議の企画運営のノウハウや，諸外国のTA機関との交流・連携の
蓄積を踏まえ，世界規模で科学技術に関わる社会的問題について市民参加による討議を行う，世界
初の試みであった．気候変動をテーマに開いた2009年の会議に続き，今年9月には，第二弾として
生物多様性をテーマとして日本を含む約30カ国が参加して開催されることになっている6）．DBT
廃止の方針が打ち出されたのは，その第二弾の準備が本格化する中であった．

3.　廃止の経緯と背景，その影響
3.1　廃止の経緯
　DBT廃止の方針が公になったのは，2011年11月，政府・与党と野党との間で交わされた一つの
合意によってである7）．その合意とは，翌年1月から始まる2012年度の予算において，基礎研究を
始めとする科学技術の研究開発予算を拡充するため，3億クローネ（約45億円）の財源を捻出する，
というものであった．歳出削減の手段として，情報通信分野での政府調達の改革や，教育分野に関
する調査研究費のカットと並んで，DBTの廃止が盛り込まれたのであった．
　この方針を打ち出したのは，2カ月前に誕生したばかりの新政権である．デンマークでは2011年
9月に行われた総選挙の結果，10年間に及んだ右派連立政権が敗れ，社会民主党を中心とする中道
左派の連立政権（社会民主党・急進自由党・社会主義人民党）が成立していた．同国初の女性首相
となるトーニング・シュミット社会民主党党首率いる新内閣は，基礎研究を中心とした科学技術予
算の拡充を掲げ，今回の合意に踏み切った．
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　科学技術予算の再編のためにDBTを廃止する，という方針には，DBT自身からすぐさま反発の
声が上がった．DBTのウェブサイトには反論の記事が掲載され，Facebook上に “Bevar Teknolo-
girådet （Save DBT） ” というウェブサイトが開設された．ニュースは，すぐに国外にも伝わり，
反対意見が内外から数多く寄せられた．後に議会に提出された資料によれば，欧州はもちろん，ア
メリカやアジアなども含む世界諸国の団体や個人から111通の意見が寄せられた．その大半はDBT
の必要性や，国際的なロールモデルとしての意義を強調し，廃止に反対するものであった．
　DBTの廃止方針は，雑誌Natureの2011年12月1日号でも「間違った倹約（False economy）」とい
う論説記事で取り上げられた（Anonymous 2011）．論説は，科学技術の社会的影響を市民参加で
評価する手法で世界を先導してきたDBTの四半世紀の活動，とくにPACITAなどのEU関係のプロ
ジェクトや，世界市民会議のような国際的な取り組みに焦点を当てながら，「明らかにDBTは存続
させられるべきだ」と強調した．
　こうした反発はあったものの，政府機関としてのDBTを廃止する方針はくつがえらず，今年2月
にはDBT設置法を廃止する法案が議会に提出される．これと並行して，DBTの機能を別の形で継
続することが模索され，最終的には民間財団として存続する方針が固まった．廃止に伴い，DBT
の全ての資産や債務，プロジェクトなどは，新たに設立される同名の財団に引き継がれる予定となっ
ている．

3.2　廃止の背景と影響：DBT事務局スタッフに聞く
　DBTのクリューバー事務局長は，今年3月，デンマークを訪問した筆者に対して，「昨年廃止の
方針が決まった時には，この先どうなるのかと夜も眠れぬ思いであったが，民間財団としての存続
の道が開け，現在ではかなり楽観している．運営資金も，この先2年間は確保できそうな見通しが
立っている」と，その思いを語った8）．ここで2年間の運営資金というのは，先述したEUなどから
の研究資金を始めとする各種のプロジェクト資金である．政府からの交付金がなくなるわけだから，
これまで以上に，たえず外部資金の獲得のために動き続ける必要がある．クリューバー氏は，財政
基盤を安定させる意味では「民間のコンサルタントのような仕事にも取り組むことになるだろう」
と話した．
　筆者は，ちょうど2年前の2010年3月にもクリューバー事務局長を訪ね，DBTの置かれた状況に
ついて話を聞いたことがある9）．その際，2001年から続く右派政権の下で，DBTの交付金は据え置
かれており，物価の上昇を考慮に入れると，実質的には設立当初の6割程度に抑制されている，と
いう厳しい状況を聞いていた．中道左派政権の誕生は，そうした状況を緩和する方向に働く可能性
もあったはずだが，今回逆に廃止という決定に至ってしまったのはなぜなのだろうか．こうした点
について，DBT事務局のプロジェクトマネージャーの一人であり，今年開催される生物多様性に
関する世界市民会議の責任者である，ビョルン・ベッドステッド（Bjørn Bedsted）氏に，さらに詳
しく話を聞くことができた10）．
　ベッドステッド氏は，個人的な見方だと断った上で，今回の決定の要因として次の三つの点を挙
げた．第一のポイントは，今回の廃止方針はDBTがどんな活動をしているかということとはほと
んど関係なく，もっぱら財源捻出の必要性から決まったことである．2011年秋に誕生した新政権は，
教育・研究の重要性を強調してきており，研究開発の予算はきちんと確保したいと考えていた．今
回の予算では，基礎研究に関する予算は拡充された．
　「科学技術省としては，財務当局からその代わりに何か差し出す必要があると迫られ，『DBTへの
交付金，年間1000万クローネというのがここにある．これをカットしよう』と反応したのだろう」
　第二点は，そのことを裏書きするように，廃止の決断にあたって政府から議員らに当初提供され
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た資料には，DBTの活動の状況，とりわけ国際的な活躍は不十分な形でしか盛り込まれていなかっ
たことである．EUを始め外部から毎年多額の資金を獲得し，その額は政府からの交付金を上回る
ほどであったことにもほとんど触れられていなかった，という．
　「説明資料には，『DBTの主な仕事は，院内で会議や公聴会を開くことだが，こういう活動は商業
ベースでも可能だ』とも書かれていた．最終的な公聴会の開催だけ見ればそのとおりだろうが，こ
うした意見は，その前段階に必要となる，幅広いステークホルダーを巻き込む長いプロセスを無視
している．その種の活動があって初めて，政治家への助言も可能になるのに，DBTのそうした取
り組みはまったく無視されていた」
　第三点目は，今回の決定を担った若い政治家たちの政治姿勢であった．
　「多様なステークホルダーが集まってじっくり話し合って政策をつくりあげていく，という政策
形成のスタイルを，デンマークの政治家は伝統的に重視してきた．こうしたやり方は，今の若い政
治家に好まれないのかもしれない．多様な声，ステークホルダーを集めて話し合う場をつくること
は，DBTが最も得意としてきたことなのだが，若い政治家たちはますますせっかちになって，『力』
に頼る傾向が強まっている．決断を下すことが重視されるあまり，決定へのプロセスが軽視されて
いるのではないか」
　2011年秋の政権交代で誕生した新内閣は，平均年齢が43歳，最年少の閣僚は26歳という若い内
閣である11）．ベッドステッド氏が示唆するのは，こうした若手政治家の決断主義的なメンタリティ
がDBT廃止の一つの背景としてあるのではないか，という見方である．
　要するに，今回の廃止という決定は，DBTの活動内容自体に問題があると判断された結果では
なく，基礎研究予算の財源を確保するため歳出削減をはかる必要に迫られての決断だった，という
のである．

3.3　廃止に至る政策決定の論理：議会での各党発言から
　以上は，歳出削減によって切り捨てられた側からの見方であるが，これに対して政策決定者の側，
すなわちDBT廃止を決めた側の認識は，いかなるものなのだろうか．DBT設置法を廃止する法案
が議会に上程された直後，今年2月9日に開かれた第一読会で，与野党の議員8名が法案に対する
意見を陳述している12）．それらの発言から，DBT廃止で合意した政治家らの基本的なスタンスを
読み取ることができる．
　まず，DBTのこれまでの活動に対しては，与野党を通じて発言したすべての議員が高い評価を
与えていた．「DBTは長年にわたり，堅実に質の高い活動をしてきたし，EUの資金を上手に獲得し
てプロジェクトを運営してきた」（急進自由党），「DBTは，科学技術やイノベーションはもちろん，
保健医療や犯罪などの分野でも，数々の素晴らしい調査と，教育的活動を行ってきた」（保守党）な
ど，これまで四半世紀の活動を賞賛する発言が相次いだ．
　したがって，「DBTを廃止することは最善の策であるわけではなく，予算配分の優先順位上，や
むを得ざる選択である」（デンマーク人民党）という点が，同時に強調されることになる．「研究開
発費を拡充すべきという点については政治的な合意と幅広い国民の支持があり，そのためにはどこ
かに財源を見いださねばならない」（社会主義人民党）という意味で，これは苦渋の選択だった．こ
うした「選択と集中」の背景にあるのは，「我々デンマークが頼りにできるのは研究開発だけである．
研究開発とイノベーションこそが，デンマークを現在の危機から救うものであり，研究開発に力を
入れることによって，将来の雇用も確保される」（急進自由党）という論理である．
　議員らは同時に，交付金をカットして政府機関としてのDBTを廃止したとしても，DBTの蓄積
してきた活動やノウハウ，専門性は，民間財団などの組織に，そのまま継続されるべきであると主
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張した．廃止後の存続の形態については，この時点では明確な方針が定まっていなかったが，「DBT
を廃止するからと言って，科学技術に関する市民の討議が必要なくなったということではない．
そうした活動は今後，DBTという一個の機関のみに委ねるのではなく，多様な組織の一つとして
DBTも活動を継続すべき」（社会民主党）という点では，議員らの発言は一致していた．一部には
さらに明確に，「DBTの担ってきた役割は市場原理の中でも十分満たされうる」（急進自由党）と主
張する議員もいた．これら議員の意見陳述を受けて科学技術大臣は，「ここでの問題は，いかにし
て研究開発予算を拡充するための財源を捻出するか，ということであり，したがってDBT自体に
は何の落ち度もないことを強調したい」と発言し，DBTの活動が民間財団など新たな形態で継続さ
れるようにしたいとの意向を強調した．
　以上の議論からも分かるように，DBTの廃止は，その活動に対する評価とは直接関係のない財
政の論理によって決定されたものだった．本稿執筆中の2012年4月上旬現在，DBT廃止法案はま
だ議会で審議が継続されているが，同法が成立すれば，DBTは政府機関として約26年の歴史を終え，
民間財団として新たに出発することになる．

4.　おわりに
　本稿の課題は，日本の科学技術コミュニケーション関係者の間にも一定の関心があると思われる
DBTの「廃止」の動きについて，現地での取材も交えて速報することであり，前章まででその課題
はほぼ達した．DBTの今後の展開についてはまだ流動的な要素も多くあり，現時点でさらに掘り
下げた考察を行うことは難しい．そこで以下では，今回の事態と今後の展開に注目するうえで，日
本の科学技術コミュニケーションの状況に照らして焦点となりうる事柄を簡単に列挙し，まとめに
代えたい．
　第一に確認すべきは，科学技術への市民参加を制度化する一つのモデルとして，日本を含む，世
界諸国で参照されてきたDBTの存立基盤は，意外に脆いものであったということである．1995年
制定のDBT設置法により常設機関としての地位を確立してはいたが，今回，10年ぶりの政権交代
と科学技術予算の再編成という政治的状況の変化により，その基盤は崩れ去った．日本でも，科学
技術分野における政策決定者への助言や，市民参加による議論の場づくりをねらいとして，TAを
制度化する可能性を模索する議論が，続けられている（城山ほか 2010; 若松 2010, 199-203）．DBT
を始めとする欧州のTA機関は，そうした試みの中で，制度化の最も徹底した一種の理想型として
想定されてきた．DBTという一機関の廃止によって，TA機関という制度の意義や可能性が否定さ
れるわけではないが，今回の廃止方針が改めて示したのは，確固たる制度と見えたものもじつは意
外と脆く，アドホックな活動の積み重ねと地続きのものである，という当たり前の現実であった．
　制度と活動とが地続きであるというこの観点は，日本での科学技術コミュニケーション活動や
組織化の手がかりを得る対象として，今後も引き続きDBTに着目しようとする際，重要な出発点
となる．DBTは当初，時限付きの組織としてスタートした．これを第1期と見るなら，1995年に
DBT設置法ができて常設組織となった時期は第2期と言えよう．そして今回，廃止と民間財団への
移行により，第3の新たなステージに入ることになる．第3ステージの出発にあたっては，これま
での活動の蓄積により，すでに2年間ほど存続を支えるプロジェクト資金が確保できている，とい
う．先の脆さと同時に，このしぶとさにも同時に注目すべきである．このしぶとさの支えは――
これまでの約26年間は政府組織としての存立の保障という後ろ盾があったとはいえ――基本的に
個々の活動の積み重ねである．ただ，事務局長が「民間のコンサルタントのような仕事にも取り組
むことになるだろう」と話していたように，政府からの交付金を失い，資金の出所が変われば，活
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動の軸足も変化していく可能性がある．約四半世紀の独立機関としての蓄積を生かして，どのよう
な新たな組織と活動のモデルをつくることができるのかが，今後の注目点であろう．
　そこに私たちが見いだすべきものは，もはや何か理想化された科学技術コミュニケーションの組
織化，制度化の姿ではない．そこにあるのは，大きくは日本にも共通する状況，すなわち危機に瀕
する福祉国家とグローバルな市場経済との狭間で，ときに市場原理に棹さしながら，科学技術への
市民参加の灯をともし続けようとする一つの企てである．その企てが，いかなる「新しい公共」の
モデルを指し示すことになるのか，今後も引き続き注視していきたい. 13）

注
1） 本文中でも触れた第二弾の世界市民会議World Wide Views（2012年9月開催）に向け，各国の運営責任

者が集まる説明会（トレーニングセミナー）が3月28日〜30日にコペンハーゲンで開かれた．今回，日本
での会議を運営する日本科学未来館（科学技術振興機構）の依頼により，この説明会に同行するためデン
マークを訪問した．

2） 米国のNGOロカ研究所のまとめ（http://www.loka.org/TrackingConsensus.html）．ただ，このリストに
よれば，日本での開催は1998年から2000年にかけて3回のみとなっているが，実際にはその後も引き続
き開催の実績があり，計10回ほどが行われている．他国でも同様の状況があると考えられ，このリスト
に含まれない実施例が相当数あるものと思われる．

3） DBT事務局のプロジェクトマネージャー，ビョルン・ベッドステッド氏へのインタビュー（後述）による．
4） http://www.pacitaproject.eu/
5） http://securitydecisions.org/
6） http://biodiversity.wwviews.org/
7） 「研究開発予算に関する政府与党と野党間の包括的合意について」（デンマーク科学技術省ウェブサイト

から）http://en.fivu.dk/press/2011/comprehensive-agreement-on-research-funding
8） 2012年3月28日，コペンハーゲン市内で．
9） この際のインタビューは，2010年3月16日にコペンハーゲンにあるDBTのオフィスで，若松征男氏（東

京電機大学）とともに行った．
10） インタビューは2012年3月30日午後，Hotel Park Inn Copenhagenで行った．
11） 外務省ウェブサイト（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/denmark/data.html）の情報による．
12） デンマーク議会のウェブサイト（http://www.ft.dk/）に掲載されている議事録による．
13） 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」（研究代表者：立川雅司，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」（研究代表者：三上直之，課題番
号21700839）による成果の一部である．
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