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論文

国民参画型科学技術イノベーション政策形成に向けた
セグメンテーションの開発

～科学技術イノベーション政策に関する世論調査をもとに～
菅 万希子1，鈴木 紀子1，藤原 靖也2，吉澤 剛3，工藤 充4，加納 圭5

Development of a New Segmentation for Broad Public Engagement in
Science, Technology and Innovation Policy:
From an Opinion Poll on Science, Technology and Innovation

SUGA Makiko1, SUZUKI Noriko1, FUJIWARA Nobuya2, YOSHIZAWA Go3,
KUDO Mitsuru4, KANO Kei5
要旨
日本における社会・経済の課題解決の有効な手段の⚑つとして，科学技術イノベーションへの期
待が近年高まっている．現在の科学技術イノベーション政策は，主に科学技術の育成や移転に関わ
る仕組みや方法に焦点がある．しかし，消費者として，また納税者として，税金を資金として拠出
する国民の科学技術イノベーション政策への支持や関与を促進することも，自律的に科学技術イノ
ベーションを促進するためには不可欠である．本稿では，日本全国 140 地点，層化⚒段無作為抽出
法により抽出した 887 人に対する面接聴取法による調査結果と分析から，科学技術イノベーション
政策への国民の支持・関与，つまりパブリックエンゲージメントの促進要因として，成果・コミュ
ニケーション・環境整備・国民の政策影響力等が関係することを明らかにした．それらへの態度に
よるセグメンテーションを開発し，科学技術に関心のある層だけでなく，潜在的関心層に対しても，
政策マーケティングの視点からのコミュニケーション技法として活用可能な，科学技術政策と国民
との相互理解が促進されることを目的としたモデルを提言する．
キーワード：科学技術イノベーション政策，政策マーケティング，パブリックエンゲージメント，
セグメンテーション，潜在的関心層
Abstract
As one of the efficient solutions to solve the problems of the economic and social situations,
expectations on the science, technology, and innovation are increasing recently. At the present, the
system of which will develop new science and technology and transfer them is mainly focused in a
science, technology and innovation policy. It is also necessary to build up the science, technology and
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innovation environments, in which people are interested in and voluntarily support the policy, so
called public engagement. Because they are not only consumer of the science and technology but
also taxpayer as funds. Analyzing the data collected from the two-stage stratified random sampling
of 887 cases through interview survey, it is confirmed that the output, communication,
circumstances, and influence of the people will promote the support and interest towards the policy
of science, technology and innovation. We propose to improve the comprehension between the
people and policy, in other words politicians by using the Segmentation Model clusters of which are
segmented by the attitudes towards those promoting factors. It can be the new framework of
communication for not only those interested in science and technology but also those potentially
interested in it for the policy makers from the point of view of policy marketing.
Keywords: science, technology and innovation policy, potential interest, policy marketing, public
engagement in policymaking, venture

1. はじめに

政府は「科学技術創造立国」を実現するため，
「科学技術基本法」を 1995 年に制定し，同法に基

づく「科学技術基本計画」を第⚑期（1996 年度～2000 年度）から現在の第⚕期（2016 年度～2020 年
度）まで，⚕年ごとに策定してきた．第⚓期科学技術基本計画（2006 年度～2010 年度）において，
科学技術をイノベーションにつなげていく視点を持ち始め，続く第⚔期科学技術基本計画（2011 年
度～2015 年度）では，これまでの科学技術政策からイノベーションを通じて新たな価値創造に結び
つける視点を大きく盛り込んだ政策への転換がなされたことは注目すべきである．同基本計画にお
ける科学技術イノベーションとは，
「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化
的価値の創造と，それらの知識を発展させて経済的，社会的・公共的価値の創造に結びつける革新」
と定義されている（文部科学省 2011）
．また，競争優位の源泉が，物的資源から無形資産に変化しつ
つあるマクロ環境変化の下（Lev 2000）
，イノベーションのあり方も複雑化しており，ICT の進歩と
活用も含めた環境整備は大きな変化に対応しなければならない．齋藤（2012）が「イノベーション
こそ新しい価値の創造」と指摘しているように，現在では，科学の領域だけにとどまらず，領域を
横断した知識と価値創造に向けた革新が求められていると言える．
一方，第⚔期科学技術基本計画では，閣議決定直前に東日本大震災が発生したことから見直しが
なされたという経緯がある（そのため，2011 年⚓月の閣議決定が⚘月まで延期された）
．東日本大
震災において我が国のリスクマネジメントと危機管理の不備が明らかとなり，これが科学技術に対
する国民の不安と不信を生んでいる状況に鑑みて，
「社会とともに創り進める政策の展開」が推進さ
れている．具体的には，
「我が国において，科学技術イノベーション政策を推進することが，経済的，
社会的に価値あるものとなるためには，国が，その企画立案，推進に際して，取り組むべき課題や
社会的ニーズについての国民の期待を的確に把握し，
これを適切に政策に反映していく必要がある．
また，これらの政策を広く国民各層に発信し，説明責任の強化に努めることも必要である．このた
め，政策の企画立案，推進に際して，意見公募手続の実施や，国民の幅広い参画を得るための取組
を推進する」とある（文部科学省 2011）
．小林（2011）が指摘するように，政府が科学技術イノベー
ション政策に取り組む目的として，公共的ニーズを満たすための政策活動の推進や，科学技術活動
への国民参画がある．そもそも民主主義に基づく公共政策の促進には，公衆としての国民（public）
の積極的な参画が求められる．
－4－
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筆者らは，このような「社会とともに創り進める政策の展開」に際して，文部科学省が客観的根
拠（エビデンス）に基づく合理的なプロセスによる政策形成の実現のために 2011 年に始めた「科学
技術イノベーション政策における政策のための科学」
（SciREX＝サイレックス）事業における公募
型研究開発プログラムとして独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発センターが実施して
いる「科学技術イノベーション政策のための科学研究開発プログラム」の一プロジェクトとして，
「STI（科学技術イノベーション）に向けた政策プロセスへの関心層別関与フレーム設計（PESTI＝
ペスティ）」というプロジェクトを 2012 年に立ち上げた．PESTI プロジェクトは，国民のニーズの
発掘及び国民の政策への理解の測定にソーシャルマーケティングの手法を適用してきた．これま
で，日本で実施されている科学技術分野でのアウトリーチ活動において，オーストラリア・ヴィク
トリア州政府（Victorian Department of Innovation, Industry and Regional Development 2007）によ
る国民を科学技術への関心別にセグメンテーションした方法を適用した結果，科学技術イベントへ
の参加者は科学技術への関心が高いセグメントに偏っているだけでなく（加納 他 2013），科学技術
への関心が高いセグメントほど科学技術イベントへの参加意向も高いことを明らかにしてきた（後
藤 他 2014）．しかしながら，科学技術への関心が低いセグメントに対する調査から，科学技術への
関心が低いセグメントも一見科学技術には関係しないが生活には身近なテーマには関心を持つこ
と，またそういったテーマに対して自身の意見やニーズを持つことが示唆されている（加納 他
2014）
．そのため，科学技術への関心が低いセグメントをも含む多様なセグメントの政策の企画立
案過程への関与を促すことで，より幅広い国民のニーズや価値観を踏まえた科学技術イノベーショ
ン政策の企画立案を行える可能性があることを提案してきた（Kano 2014）．すでに幅広い科学技術
への関心層による政策への参画が地域政策に影響を与えた事例もある（前波 他 2016）．筆者らの先
行研究によると，科学技術への関心が高ければ科学技術イノベーション政策へ積極的に参画する傾
向は示唆されているが（後藤 他 2015）
，幅広い国民による科学技術イノベーション政策への参画を
促すためには，科学技術イノベーション政策への参画の度合いを決める要因を明らかにしていく必
要がある．その上で，科学技術イノベーション政策への参画により積極的な高参画層から，科学技
術イノベーション政策への参画により消極的な低参画層に至るまでの層を明らかにし，科学技術イ
ノベーション政策への参画を促進するためにいずれの層に対してどのような施策が有効で効果的か
を検討していくことも求められる．
そこで本稿では，これまで先行研究や筆者らが用いてきたセグメンテーションにおける「科学技
術への関心」という軸とは別に「科学技術イノベーション政策に対する国民の参画」という軸を立
て，新たなセグメンテーションを開発することを目的とする．ここで国民の参画とは，政策レベル
では，議題設定から政策立案，実施，評価まで，科学技術イノベーションの現場レベルではアイデ
ア創出から企画立案，研究開発，社会実装及び消費市場に至る一連のパスのあらゆる段階において
幅広い国民が何らかの形で積極的に関わることを示す．関わりとしては，科学技術イノベーション
そのものや政策に対する意識や理解，関心，態度の表明から資源提供や関係者との対話や参加，協
働までを含む．したがって，これまで大きく「国民参画」として括られてきた活動におけるズレに
着目し，
「科学技術への関心」という科学技術イノベーションの現場レベルでの参画が，どのように
政策レベルでの参画に接続しうるかを探るのが本稿の趣旨である．

2. 方法

本稿では，職業・年齢・性別などのデモグラフィック項目に注目する第⚑期のセグメンテーショ

ンではなく，価値観やライフスタイルに注目し因子分析やクラスター分析を実施する第⚒期のセグ
－5－
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メンテーション（朝野 2010）を開発することを目的とする．科学技術コミュニケーション分野にお
いてこうしたセグメンテーションの先行事例は複数知られているが（Ipsos MORI 2011, 2014;
Kawamoto et al. 2013）
，本研究ではオーストラリア・ヴィクトリア州政府が開発した方法を参照し
た（Victorian Department of Innovation, Industry and Regional Development 2007）．しかし，いず
れの先行研究も科学技術そのものに対する理解や関心，態度に応じてセグメンテーションしたもの
であり，政策レベルでの国民参画を意識したものではない．
朝野の指摘する第⚒期セグメンテーションの特徴については，野沢は，地理的変数や人口動態的
変数は客観的なデータとして到達可能で手に入りやすいが，それらでセグメントしたグループとし
て捉えるとニーズが一致しているとは限らない課題を指摘し，ニーズをとらえるためには，社会心
理的変数及び行動上の変数が有効であるが，到達が難しい課題があるとする（野沢 2003）．ここで
は，科学技術イノベーション政策と国民の関係の中で，上記⚒点の課題解決のために，科学技術及
び科学技術イノベーション政策に対する理解や関心，態度を中心とした後述する対面訪問式の層化
⚒段無作為抽出法による世論調査を実施し，簡単な質問項目で得られる有効なセグメンテーション
を開発した．このセグメンテーションを，デモグラフィック項目を中心にプロファイルすることに
より，ニーズが一致したグループへの到達を容易にする．

3. 結果と考察

3.1 層化⚒段無作為抽出法による世論調査
科学技術イノベーション政策に関する対面訪問型世論調査を 16 歳以上の日本国籍を有する者に
対し，140 地点，層化⚒段無作為抽出法で実施した．第一段階で，標本数 2000 人を抽出し，第二段
階で，19 問の質問を 2013 年 12 月 12 日～12 月 23 日の期間に調査員による面接聴取法により行っ
た結果，887 人より回答を得た1)．調査票や単純集計などを含めた調査結果報告書は，科学技術・学
術政策研究所のデータ・情報基盤にて公開されている（PESTI 2016）．
3.2 用いた質問項目とその得点化
本稿の目的である国民参画型科学技術イノベーション政策形成に向けたセグメンテーションの開
発に向け，
「Q1
ラシー」，
「Q4

科学技術への関心」，
「Q2

科学技術情報探索への態度」
，
「Q3

新技術・新製品に対する態度」，
「Q6

科学技術情報リテ

科学技術政策に対する影響力」
，
「Q7

科学技

術政策に対してもつべき影響力」，「Q10 科学技術イノベーションを促進する項目」を用いること
とした．オーストラリア・ヴィクトリア州政府による先行事例でも使用されていた Q1～3 および
Q6，Q7 に加え，Q4 や Q10 といったイノベーションに関する項目を用いた．
Q2，Q3 を除く項目についてはそれぞれリッカート尺度を用いて得点化を行った．その際，Q4 に
ついては⚔点リッカート尺度を用い，その他の項目は，⚑：とてもそうである～⚖：全くそうでは
ない，の⚖点リッカート尺度を用いた．なお，
「無回答」に関しては欠損値とした．Q2 については
「はい」
「いいえ」
「わからない」をとる⚓点尺度であり，
「はい」ならば⚑を，
「わからない」ならば
⚒を，
「いいえ」ならば⚓をそれぞれ付し得点化を行った．Q3 は「探索できたか否か」および「探
索した内容を容易に理解できるか否か」を基準に⚔つに区分した．本調査では，
「探索でき，かつ内
容も容易に理解できる」に対し⚑を，
「探索できたものの内容を容易に理解できない」に対し⚒を，
「わからない」に⚓を，そして「探索自体が困難である」に対し⚔をそれぞれ付した．そのうえで，
すべての項目につきフロアー効果が出ていないことを確認したうえで，⚖点リッカート尺度を取る
項目については「わからない」を「どちらでもない」という層に含め，分析を行った．また，Q2 お
－6－
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よび Q3 についてもすべての項目につきフロアー効果が出ていないことを確認したうえで，他の尺
度と尺度水準を合わせるため最大値が⚕となるように調整を行ったうえで今回の分析を行った．
3.3 因子分析
調査結果を用い，Q10-5「科学技術イノベーションを促進すると思うこと─科学技術イノベーショ
ン政策に対する国民の支持や関与」に関連する項目である Q1～Q4，Q6，Q7，Q10-1～4，6 を抽出
し，因子分析（主因子法，プロマックス回転）を行なった．
「無回答」の欠損値を除いたサンプル数
は 867 となった．その結果を表⚑に示す．因子負荷量が 0.35 未満の項目は，Q4「新しい技術や製
品について通常どのように感じるか」の⚑つのみであり，固有値が 1.00 以上の⚓因子を抽出した．
なお，回転前の⚓因子で⚙項目の全分散を説明する割合は 42.62％であった．
第⚑因子は，Q10「科学技術イノベーションを促進すると思うこと」の⚕項目で構成されており，
Q10-1「規制緩和」，Q10-2「科学教育」，Q10-3「だれにでもわかりやすい科学技術情報伝達」
，Q104「国民から国へ意見を伝えること」，Q10-6「科学イノベーションで大きく成長した企業が増加す
ること」であるため，
「科学技術イノベーション促進因子」と命名した．第⚒因子は，Q1「科学・技
術の関心の有無」，Q2「科学・技術に関する情報を積極的に調べることの有無」
，Q3「過去，科学・
技術の情報を調べた際，探している情報を見つけることができたか」の⚓項目で構成されているた
め，
「科学リテラシー因子」と命名した．第⚓因子は，Q6「重要な科学・技術の問題の政策形成に対
して，あなた個人がもっている影響力」と Q7「重要な科学・技術の問題の政策形成に対して，あな
た個人がもつべき影響力」の⚒項目で構成されているため，
「政策影響力因子」と命名した．
これら⚓因子の尺度としての信頼性をÖ係数によって検討したところ，
「科学技術イノベーション
促進因子」が，0.731，「科学リテラシー因子」が，0.672，
「政策影響力因子」が，0.650 といずれも
高い値が確認された．
表⚑

科学技術イノベーション促進尺度の因子分析結果（主因子法・プロマックス回転）
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3.4 三因子を説明変数とした重回帰分析結果
国民の科学技術イノベーション政策に対する支持・関与を促す要因を探索するため，因子分析よ
り抽出された科学技術イノベーション促進因子，科学リテラシー因子，政策影響力因子それぞれに
該当する質問項目から作成した⚓つの合成変数を説明変数とし，国民の政策への支持・関与を目的
変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を行った．
その結果は，表⚒に示す通りである．なお，VIF 値の最大値が 1.029 であったことから，多重共
線性の問題は生じていないと判断している．また，調整済み決定係数（R2）は 0.445 で当てはまりは
よいと言える．
本分析の結果は，以下の⚒点を示している．第⚑は，科学技術イノベーション促進因子，政策影
響力因子は 0.1％水準で有意な説明力があることである．しかしながら，第⚒に，科学リテラシー因
子は⚕％水準において有意性は棄却されることも明らかとなった．国民の支持や関与には，科学技
術リテラシーの醸成も必要であるが，科学技術イノベーション政策からの働きかけや，国民が政策
に影響力をもっていると感じることが必要であると考えられる．
表⚒ 三因子を説明変数とした重回帰分析結果

3.5 有意性のある因子における各項目を説明変数とした重回帰分析結果
本分析では上述の結果を受け，どの項目が有意に国民の科学技術イノベーション政策に対する支
持・関与に影響を与えているのかを目的とした重回帰分析を実施した．説明変数は，科学技術イノ
ベーション促進因子のうち目的変数を除外した諸項目および政策影響力因子である．具体的な方法
としては，説明変数に規制緩和，科学教育，だれにでもわかりやすい科学技術情報伝達，国民から
国へ意見を伝えること，科学イノベーションで大きく成長した企業が増加すること，重要な科学・
技術の問題の政策形成に対してあなた個人がもつ影響力，あなた個人がもつべき影響力を用い，ス
テップワイズ法を採用した重回帰分析を行った．
その結果は，表⚓に示す通りである．なお，調整済み決定係数（R2）は 0.469 であり，このモデル
も当てはまりがよいといえよう．
本分析結果は，以下の事項を示している．まず，第⚑は，科学技術イノベーション促進因子のう
ち 0.1％水準で有意な効果が認められた項目はだれにでもわかりやすい科学技術情報伝達，国民か
ら国へ意見を伝えること，および科学技術イノベーションで大きく成功した企業が増加することで
あり，⚑％水準で有意な効果が認められた項目は科学教育である．第⚒は，政策影響力因子に関し
てはあなた個人が持つべき影響力が 0.1％水準において有意性が認められた．
3.6 クラスター分析の結果
本調査では，前項までの重回帰分析の結果を踏まえた新たなセグメンテーション手法を提唱する
ために，有意性が認められた説明変数を k-means cluster 分析法により分類する試みを行った．
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表⚓ 国民の科学技術イノベーション政策への支持・関与に与える影響に関する重回帰分析結果

k-means cluster 分析法による分類結果は表⚔の通りである2)．クラスターの数については，人数
の極端に少ないセグメントが出ないこと，その後のターゲティングで実現可能性が高いこと，Gap
統計量を用いたクラスター数の推定結果とも一致したことから，オーストラリア・ヴィクトリア州
政府による先行事例と同様の⚖つとした．なお，表⚔の数値は，尺度値の最終クラスター中心を表
している．
表⚔

k-means cluster 分析の結果

セグメンテーションや，そのセグメントが tangible であるとは，一意に研究者が決めることがで
きないものである．ここでのクラスター分析も，到達可能で意味のある国民のセグメンテーション
を得る可能性のある一つの方法であり，統計上の手法も重要であるが，まずは国のもつマーケティ
ング資源を活用できることを目的としている，例えば可能な到達方法などとの合致等，同じ目的を
志向しているセグメンテーションは一つではない．先述したように，デモグラフィック項目も一つ
のセグメンテーションであるが，それだけでは不十分であり，多様な目的志向のセグメンテーショ
ンの開発や開発方法を研究していくことの重要性をここで示したいと考える．
第⚑～⚖クラスターにはそれぞれ 144 人（16.3％）
，156 人（17.6％）
，260 人（29.3％）
，114 人
（12.9％），194 人（21.9％）
，18 人（2.0％）が含まれていた．国民参画型科学技術イノベーション政
策形成に向けて重要だと考えられる項目の⚑つである「国民から国へ意見を伝える」ことを重視し
ているという観点からみれば，クラスター⚓と⚕は高く，クラスター⚑，⚒，⚔は中程度，クラス
ター⚖は低い．クラスター⚓と⚕は「科学教育」
「わかりやすい科学技術情報伝達」
，
「あなた個人が
もつべき影響力」項目で違いが見られ，クラスター⚓はクラスター⚕よりも，それらがイノベーショ
ンを促進すると回答する傾向が見られた．クラスター⚑，⚒，⚔の違いは「科学教育」
，「わかりや
すい科学技術情報伝達」，
「大きく成長した企業が増加すること」
，
「あなた個人がもつべき影響力」
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の項目で見られ，クラスター⚑はクラスター⚒よりも「科学教育」
，
「わかりやすい科学技術伝達」
，
「大きく成長した企業が増加すること」が，クラスター⚔はクラスター⚒よりも「あなた個人がもつ
べき影響力」がイノベーションを促進すると回答する傾向が見られた．

4. まとめと議論
4.1 考察

国民が科学技術イノベーション政策の企画立案過程に参画することは，
科学技術の消費者として，
また，納税者として重要である．国民がどのような科学技術を求めているか，そのニーズを把握す
ることは科学技術イノベーションの実装に携わるベンチャー企業や中小・中堅企業の成長基盤を整
備するという視点からも必要である．これまで幅広い国民の意見を取り入れようとする取り組みは
あったが，ほとんどが年齢や性別や科学技術に対する関心のみによりセグメントしたものであった．
本研究ではイノベーションという視点を取り込み，科学技術および科学技術政策に対する態度によ
る新しいセグメンテーションを開発し，異なる視点からとらえた幅広い国民の意見の取り入れを提
言している．
そのために，まず，合成変数である科学技術イノベーション促進因子と政策影響因子を説明変数
とし，科学技術イノベーションに対する国民の支持・関与を目的変数とした重回帰分析の結果から，
科学技術イノベーション促進因子が大きく関係していることを明らかにした．また，それぞれの因
子の詳細な項目を説明変数とした重回帰分析の結果から，標準化係数の大きな順に，科学技術イノ
ベーションで大きく成長した企業が増加すること，国民から国へ意見を伝えること，わかりやすい
科学技術情報の伝達，重要な科学技術政策へ影響力をもっていること・もつべきであることが目的
変数に影響を与えていることを明らかにした．
これらの結果から，科学技術イノベーション政策の成果として，国民に理解しやすいものは成長
企業の増加であり，その内容をしっかり国民にわかりやすい形で伝えていくことが有効であると考
えられる．しかしながら，もちろん国民にとって大きく成長する企業が増加することだけが科学技
術イノベーション政策の成果であるとは限らない．今後はさらに分析を重ね，成果についての国民
の多様な捉え方やニーズを深く理解した上で，成果とは何であるかについて追究しなければならな
い．
国民の科学技術イノベーション政策への参画を機能させるために，本研究では k-means cluster
法により⚖つのクラスターに分けるセグメンテーションを提示した．マーケティングはビジネスの
領域でしか用いられないと誤解されやすいが，アメリカでは公共機関で活用され，大きな成果をあ
げている事例が数多くある（コトラー 2010）
．マーケティングは意思決定に導くという目的をもつ
技法であり，同じ態度を示すセグメントを見出すことにより，それぞれにターゲティングし，それ
ぞれに合致したポジショニングがとれる．本稿ではこの STP の技法を，国民の政策参画といった
ソーシャル分野にも適用したものである．これによって同一のニーズをもつグループとしてのセグ
メントそれぞれへの対応方法が見出しやすくなる．たとえば「国民から国へ意見を伝えること」と
「わかりやすい科学技術情報伝達」を重視する第⚓クラスターや第⚕クラスターに対しては，国に意
見を伝えるパスの整備と参画結果のフィードバックを行うことで，理論的には両クラスター合わせ
て 51.2％の国民に対して効率的に対応できることとなる．欧州で始まった対話型政策形成は「政治
的な意思決定に影響するオープンで公平な議論のプロセスにおいて政策問題を探究し解決策を見つ
けるために，公共政策形成に個々の市民や組織化されたステークホルダーを早期に巻き込む」
（Mayer et al. 2005）とされており，政策への国民参画によって得られた解決策の有効性の確認や，
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それを広範囲に波及させる技法として応用可能である．日本でも 2014 年に文部科学省内に対話型
政策形成室が開設されたことから，ここで示した国民への情報伝達および対話・協働の重要性とそ
の技法のインプリケーションが，国として徐々に浸透しつつあるといえる．
4.2 終わりに
最後に，科学コミュニケーション研究としての本稿の意義について，過去に同分野において行わ
れてきた「公衆」についての定量的調査との関係性から改めて述べる．Bauer（2009）が述べるよう
に，社会の経済的・政治的な基盤を支える市民として求められる役割を十全に果たすために必要な
科学についての知識（科学リテラシー）の向上のための介入という目的を持って 1960 年代頃から行
われてきた公衆の科学理解についての調査は，1980 年代に入り，より積極的な科学研究支援の態度
を公衆の間に醸成しようとする目的を持った介入のための調査に変容する．そして，科学について
の知識の量と科学への肯定的な態度の間に正の相関を想定し，この「知識－態度」の検証を軸に据
えた一連の定量的調査が行われたが，その結果，科学への態度の持ち方は，科学的知識の量以外の
要素，例えば政治制度に関する知識や関連機関への信頼の度合い，また広く社会の政治経済的な指
標などの複合的な要素が複雑に絡み合って形成されることが示唆された（Allum et al. 2008; Bauer
et al. 2007; Evans and Durant 1995; Miller 2004; Sturgis and Allum 2004）．その結果として，科学コ
ミュニケーションがその活動の対象とする公衆の科学への理解や興味関心，肯定的態度といった側
面を定量的に探索しようとするアプローチの射程を見直し，また，公衆が科学とどのように関わっ
ているかについての理解は，知識－態度に単純な正相関を想定した欠如モデルを超えて定量的・定
性的に深めていく必要があることが認識されるようになった．この議論と並行する形で，上流関与
という文脈で市民対話を実施することで「科学への信頼の危機」を乗り切ることの重要性が説かれ
た 2000 年以降，関与と参加を見据えた，公衆に対するより介入型の科学コミュニケーション，すな
わちパブリックエンゲージメントの必要性が説かれ，またそれに応じた新たな公衆理解のあり方が
求められるようになってきている（Mohr et al. 2013）．科学コミュニケーション研究における公衆
に対する定量的調査のこうした歴史的経緯を踏まえ，本論文では，筆者らがすでに行ってきた一連
の研究，すなわち，科学・技術への関心を軸に据えたセグメンテーション手法の検討（後藤 他 2014）
や科学・技術への関心に「政策への関与度」を加味したパブリックエンゲージメント参加者層の検
証（後藤 他 2015）において積み上げられてきた，科学技術政策への国民関与を促進するためのコ
ミュニケーション技法についての知見に，さらに「科学技術イノベーション促進因子」と「政策影
響力因子」という新たな要因を導入した．これは，欠如モデルへの批判を通じて科学コミュニケー
ションが学んだ，簡易に測定できる要素を組み合わせた単純なモデルを構築・使用することへの反
省を踏まえつつも，現代の科学コミュニケーションに求められるパブリックエンゲージメント促進
のためのツールとして使用し得る有用性も同時に追求したものである．したがって本研究は，それ
らの因子を加味した公衆理解像を新たなセグメンテーションのモデルとして提案することにより，
科学コミュニケーションの対象である公衆の内包する多様性と複数性を捉え，また，それに依拠し
たより包括的なパブリックエンゲージメント活動を行うことを可能にする手法を，科学コミュニ
ケーションの定量的アプローチに新たに一つ付け加えるための探索的な研究である．
本研究で実施した世論調査の一次データを，科学技術・学術政策研究所のデータ・情報基盤にお
いて公開している（PESTI 2016）
．このオープンデータが国民参画型科学技術イノベーション政策
形成に向けた様々な研究の基礎になれば幸いである．
なお今回の調査はオーストラリアにおいて行われた調査における質問票の原文を翻訳したうえで
行われたものであるため，セグメンテーション手法の構築に関してさらなる改善の余地が残されて
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いると考えているが，これは今後の課題としたい．
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注
1）調査の有効回答率は 40％と高く，男女比率は 47：53，年齢層は，16～19 歳⚕％，20 歳代⚘％，30 歳代
11％，40 歳代 16％，50 歳代 14％，60 歳代 20％，70 歳代 17％，80 歳以上⚖％と，統計量に偏りはない．
2）クラスターサイズは，小数点第⚒位を四捨五入しているため，端数処理の関係上必ずしも 100.0％にはな
らない．
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