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組織人事領域における解析と設計の一事例 

‐複数の従業員調査に基づく社内施策の提案‐ 

A Case of analysis and design in the area of personnel affairs in organization: 

A proposal on company's measures based on multiple investigations on employees 
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Sho KAWASAKI Takenori TAKAHASHI 

 

【要旨】 

 本発表では、企業内で別々の目的をもって実施された 2 種類の従業員調査を同時に分

析し、その結果に基づき具体的な社内施策を導き出す方法論を紹介する。通常、これら

の 2 つの調査結果は別々に処理されていた。しかし、JMP を活用し、選抜型主成分回帰

分析を用いれば、複数の調査の統合的な解析と設計（提案）が可能になる。 

 紹介する事例では、A社で実施された 2 種類の質問紙調査（①キャリア施策調査、②キ

ャリア価値観調査）を結合し、要因群と結果群に分けて解析を行っている。そこから得

られた因果関係の結果に基づき、変数選択により選ばれた主成分に強い関係を持つ項目

に対して伸びしろを調べ、伸びしろがあれば現状の改善対策を、伸びしろがなければ現

状維持の対策を提案した。 

 企業内の組織人事領域における定量・定性のデータは、採用、育成、評価、労務、組

織開発等の領域に散在していることが多く、統合的な視点で従業員個人、部門組織、会

社全体を捉える場合は定性的な情報に頼りがちである。組織人事領域においても定量・

定性情報への統計的アプローチは重要なテーマであり、JMP を用いることで探索的・視

覚的に新たな知見を見出すことが身近なものになる。 

 

【Abstract】 

In this presentation, we will introduce a method to analyze two investigations on employees 

conducted with different purposes within a company at the same time in order to reach specific 

measures based on the result. Usually, those two investigations have been analyzed separately. 

However, by using JMP and the Selective Multi-group Principal Component Regression Analysis, 

comprehensive analysis and design (or proposal) on multiple investigations would be possible.  

In the introduced case, the analysis has been done by combining two questionnaire surveys 

"1) carrier measures survey, 2) carrier values survey", and dividing it into a factor group and a 

result group. Then, we have studied if there was a potential for growth against the items which 

had strong relations with the main component chosen by variable selection based on the result of 

the causal relationship acquired from the analysis, to propose the improvement measures for the 

current situation if there was a potential, and measures to keep the current situation if there was 

not a potential. 
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The truth is that in many cases the quantitative and qualitative data in the area of personnel 

affairs in the organization are scattered in many areas such as recruit, training, evaluation, labor 

affairs and organizational development, thus a company tends to rely on qualitative information in 

order to study on an individual employee, departmental organization, and entire company in a 

comprehensive perspective. The statistical approach to the quantitative and qualitative information 

is an important theme also in the area of personnel affairs in an organization, and utilizing JMP 

facilitates, exploratory and visually, finding a new knowledge. 

 

 

1．はじめに 

 従業員のキャリア自律行動を促進させることは、企

業の組織人事領域における重要なテーマのひとつであ

る。しかし一方で、自律性の高い従業員は、離職する

可能性も高まるのではないかという見方も存在する。

特に中小企業においては「せっかく育成しても従業員

が辞めてしまい、費用が無駄になる」、「どのような教

育を行ってよいか分からない」、「社内の体制、人員が

十分でない」などの理由から、従業員の自律的キャリ

ア形成支援に消極的な企業が多い（日本経済団体連合

会，2010）。また、従業員のキャリア自律行動は、自己

実現のみを追求し、組織に対するコミットメントの低

い人材を増加させるのではないかと懸念する声もある。

そこで本研究では、中小企業の離職者から取得した複

数の質問紙調査の結果に注目し、従業員の自律性を議

論する。 

 本研究の目的は、中小企業の離職者のキャリア自己

概念の認識がキャリア自律行動に与える影響を選抜型

多群主成分回帰分析（高橋・川﨑・鈴木，2014）によ

り明らかにし、その結果に基づき、離職リスクの回避

を考慮したキャリア自律支援施策を検討することであ

る。従来のキャリア研究には、従業員の心理プロセス

分析や定性的なケーススタディが多くみられるが、本

研究ではデータ分析ソフトウェア：JMP（SAS Institute 

Inc.）を用いて定量的なデータ解析に基づき社内施策の

提案を行う。 

 

1.1 自律的キャリア形成支援の概念 

 企業のキャリア形成支援の現状をまとめた「平成 22

年度能力開発基本調査報告書（厚生労働省職業能力開

発局）」（2010）において「キャリア形成支援」とは、

「労働者一人ひとりが、適性や職業経験等に応じて自

ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や能力

開発を効果的に行えるよう、各企業において実施され

るキャリア形成のための支援全般を言う」と定義され

ている。「自律的キャリア概念」について岡本（2011）

は、「第一に、個人は、得意で、やる気が起こり、価値

ある仕事に就くために組織に働きかけるキャリア観を

持っていることが重要であり、第二に、個人の自律的

なキャリア行動に対して組織の支援が重要な概念であ

る」とした。 

 1978 年、Schein（1978）は、著書『キャリア・ダイ

ナミクス』（二村・三善[訳]，1991）において、組織と

個人の関係を、「組織は個人の職務遂行に依存し、個人

は、仕事およびキャリアの機会を提供する組織に依存

している」と表現している。Schein は同著の中で、キ

ャリア開発の視点から組織と個人の調和過程を研究し、

「調和過程が最適に作動するなら、組織も個人も利益

を得るだろう」と指摘した。その結果、個人と組織の

相互成長・相互発展が実現のものとなる。これらの知

見を参考として、自律的キャリア形成支援の概念図を

図 1のようにまとめた。 

 

社会・文化の価値体系

個人（従業員）

個人の価値観に基づく
職業選択とキャリア計画

組織（企業）

経営計画に基づく
人的資源計画

人事施策による調和

個人と組織の相互作用

個人（従業員）の成果

• エンプロイアビリティ
• 内的・外的報酬／保障
• 自己実現／職務満足

個人と組織の相互成長・相互発展

組織（企業）の成果

• 業績／生産性／創造性
• 組織コミットメント
• エンゲージメント／リテンション

 

図 1 自律的キャリア形成支援の概念図 
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1.2 自律的キャリア形成支援の変遷 

 「キャリア」に関する理論は、1950年代初めにアメ

リカの職業心理学の分野で発表されるようになった。

その後、アメリカでは 1980年代後半以降の経済停滞を

経て、1990 年頃からバウンダリーレス・キャリア

（boundaryless career）、プロティアン・キャリア（protean 

career）、キャリア自律（career self-reliance）等の概念が

次々に提唱された。 

 1994年、『Harvard Business Review』の「キャリア競

争力プログラムがつくる自律する社員」という論文に

おいて、Watermanは、組織内の従業員のキャリア自律

と企業がそれを支援する在り方について考えを示して

いる。Watermanは 1980年代当初、「企業は自社の方針

に従い、長期に渡って徹底的な教育を行い、人材を活

用する責任がある」と主張していたが、そこでは、「企

業はむしろ個人の多様性、主体性、創造性に委ね、社

員が自己責任でキャリアを開発することが重要であり、

企業はそのサポートに徹するべきだ」と考え方を変え

て発表した（日本経団連出版，2006）。この考えは、ア

メリカでも特に中小ベンチャー企業が多く、雇用環境

変化の激しいシリコンバレーを中心に急速に広がりを

みせた。 

 日本では 1990年代に入り、企業における自律的キャ

リア形成支援の取り組みが注目されるようになった。

日本においても経営環境や雇用環境の変化を背景とし

て、企業内における「キャリア自律」や「自律的キャ

リア」という概念が芽生えたといえる。日本における

自律的キャリア形成支援の変遷と将来予測を表 1 のよ

うに整理した。 

 1990年代以降の長引く不況、経済のグローバル化や

技術の進展による競争激化、市場の成熟化など、様々

な経営環境変化を経験した日本企業にとって、従業員

の長期的雇用を保障することは困難な時代になった。

また、時期を同じくして、労働者個人の短期的な業績

を評価・処遇する成果主義の考え方を人事制度に取り

入れる企業が増加した。結果として、従来の終身雇用

や年功序列といった日本的雇用慣行は過去のものとな

り、非正規雇用者の割合が増え、労働市場の流動化が

加速した。 

 1999年、日経連（現、日本経済団体連合会）は、「エ

ンプロイアビリティの確立をめざして～自律・企業支

援型の人材育成を～」というテーマの報告書を発表し

ている。そこでは、企業の内でも外でも発揮できるフ

レキシブルなエンプロイアビリティ（雇用され得る能

力）確立のため、従業員が自律的にキャリアを形成し、

企業がそれを支援することが望ましいという人材育成

の方向性が示された。 

 国も 2001年に「労働者の職業生活設計に即した自発

的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主

が講ずる措置に関する指針」を定めた。それ以降、国

は企業に対し継続して、人材育成方針の明確化やキャ

リア形成支援体制整備等の総合的な取り組みを求めて

いる。 

 現代のキャリア論では、組織という境界を越えたキ

ャリア研究が盛んである。これは、社会と個人の間に

組織が存在するという形ではなく、社会と個人が直接

結びつくことが可能な時代となったこと（鈴木，2002）

の象徴ともいえる。すなわち、組織を越えた個の時代

となり、組織と個人の関係は、Scheinが表現した“依存

関係”から“自律的な関係”に変化してきたとも捉えら

れる。このような時代変化の中で、企業では自律的キ

ャリア形成支援の取り組みを推進するための施策が必

要とされている。 

 

1.3 キャリア自己概念とキャリア自律行動 

 堀内・岡田（2009）は、民間企業に勤務する正規社

員を対象に、「キャリア自律が組織コミットメントに与 

 

表 1 日本におけるキャリア形成支援の変遷 

時代名称 年代 キーワード

経済界による推進 1999年
エンプロイアビリティ

（従業員の雇用されうる能力）

研究者による推進 2001年8月

大企業による推進 2002年4月

国による推進 2002年7月 個人主体のキャリア形成

2006年6月 個人と組織の調和

2009年
中小企業のキャリア形成支援

（助成金等の支援策拡充）

2011年 キャリア健診調査研究事業

2012年3月
キャリア形成支援の活性化対策

（表彰事業開始）

1990年代 キャリア自律、自律的キャリア

自律的キャリア形成支援

（大企業での実証研究開始）

社会全体による推進

予測 2020年

「キャリア自律」「自律的キャリア」

概念の発祥

想定外変化と専門深化への対応

：個人と組織と社会の調和
 

注）高橋（2003）、花田・宮地（2003）、日本労務研究会（2010）

を参考に筆者作成。 
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従業員のキャリア自律

キャリア自律を
構成する
心理要因

キャリア自己概念
の明確さ

キャリア
自律行動

キャリア
充実感

組織
（情緒的）
コミットメント

離職との関係

 

図 2 キャリア自己概念とキャリア自律行動の概念図 

注）堀内・岡田（2009）「キャリア自律が組織コミットメント

に与える影響」の分析モデルを参考に作成。 

 

える影響」を明らかにすることを目的とした実証研究

を行っている。その結果、キャリア自律の心理的要因

とキャリア自律行動の関係を明らかにし、さらにキャ

リア自律がキャリア充実感に与える影響、キャリア充

実感が組織コミットメントに与える影響を確認した。

特に、組織コミットメントのなかでも「情緒的コミッ

トメント」を促進させていることが明らかになってい

る。そのことにより、組織にとって従業員の自律的な

キャリア形成を支援することの重要性を示唆した。 

 堀内・岡田（2009）の研究を参考に、キャリア自己

概念とキャリア自律行動の概念図（図 2）を作成した。

本研究では、成長期の中小企業における従業員の離職

リスクの回避を考慮しつつ、従業員のキャリア自律行

動を促進させるための施策を検討するため、キャリア

自律を構成する心理要因の中でもキャリア自己概念の

明確さに着目する。 

 なお、本稿では、堀内・岡田（2009）の先行研究で

用いられた定義を引用し、「キャリア自己概念」を職業

における目的、自らの能力、興味・欲求、価値観に関

する自己認識、「キャリア自律行動」を従業員が主体的

に行動し、継続的にキャリア開発に取り組んでいるこ

とと定義する。 

 

2．多群質問紙調査 

 多群質問紙とは、相関の高い質問項目を多数含むよ

うな、複数の群で構成された調査票のことである（川

﨑・高橋，2016）。学術的な研究領域においては、事前

に先行研究を丁寧にレビューし、目的や仮説を明確に

した上で調査実施を計画する。その後、調査で取得し

たデータの解析を行い、仮説の検証を行うことが研究

のひとつの流れであるが、企業においては必ずしもこ

のような手順で調査を実施できるとは限らない。 

 企業が計画する調査は、納期や予算との兼ね合いか

ら事前準備に十分な時間をかけられないこともある。

また、可能な限り 1 回の調査で、回答者から必要な情

報をすべて取得しようとし、質問項目数が多くなって

しまう傾向もみられる。このような場合、相関の高い

質問項目が多数含まれる、複数の概念群で構成された

多群質問項目の調査となる（Kawasaki，Takahashi，2016） 

 企業が実施主体となって行う調査では、その結果が

実務に役立つことが重要となる。実務に有効な調査と

は、信頼できるデータが取得できるものであり、かつ

解析後は客観的なデータに基づき実行施策を導き出せ

るものである。調査データの定量的な解析結果が、視

覚的にもわかりやすい提案施策として示されれば、経

営の意思決定にも活用されやすいものとなり得る。 

 

2.1 層別分類 

 人や組織を対象とした多群質問紙調査や質問紙実験

において重要となるのは、その母集団特性を把握する

ための層別である。人間は一人ひとりが違う価値観、

意思、志向、信条などを持っているため、母集団の傾

向がすべて同じということはない。 

 この層別の基盤は対象者の特徴を示す属性分類であ

る。従来は、主に性別・年齢・職業・国籍などの典型

的なデモグラフィック属性による単純な層別を解析や

設計に用いることが多かった。しかし、近年では、属

性自体が多種多様になり、サイコグラフィック属性、

ライフスタイル属性、ビヘイビオラル属性などの複数

の属性を組み合わせた「複合的な層別」の把握が有効

な模型化や定式化に不可欠となっている（Kawasaki，

Takahashi，Suzuki，2015）。 

 このような複合的層別を見出すためには、近年のコ

ンピュータソフトを用いた統計的手法を用いることが

効果的な手段である。この手法には、クラスター分析、

パーティション分析などがあり、これらに基づく分類

が統計分類である。JMP によるパーティション分類の

一例を図 3 に示す。パーティション分析では、分類し

たいデータを目的変数、分類するために用いるデータ

を説明変数に設定して分析を行う。図 3 では、従業員

33名の回答傾向が16名と17名に統計分類されており、

F4歴（社歴）によって違いがあることを視覚的に確認

できる。 

 しかし、統計分類を用いるだけでは調査対象者の回

答や実験結果の類似性による分類に留まり、解析や設

計を行う上で不十分であることも多い。その場合、統 
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図 3 パーティション分析の一例 

 

計分類に該当する分野の専門的知識や経験などの固有

技術を照らし合わせて意味づけを行うことで、属性に

よる層別を見出し、可能な限り属性分類を模型化や定

式化に用いることが望ましい。 

 

2.2 多重共線性の問題を回避する方法論 

 多群質問紙調査を実施する場合、解析時に原因系・

結果系の各群の内外における、質問項目間の高い相関

が問題となりやすい。そのため、解析時には工夫が必

要である。質問項目間の高い相関の問題は、線形回帰

モデルにおける多重共線性の問題（Yoo ら，2014）と

して議論され、それを回避するための方法論はさまざ

ま論じられている。 

 多重共線性の問題がある場合の手法としては、主成

分回帰：Principal Component Regression（橋本・田中，

2010）、リッジ回帰（Hoerl & Kennard，1970）などが知

られる。従来の主成分回帰は、説明変数とする複数の

質問項目の主成分得点を用いて重回帰分析を行う手法

（図 4）である。主成分回帰の利点は、互いに無相関

である主成分を説明変数とすることによって多重共線

性が生じないこと、また、考慮したいすべての変数を

少数の主成分に集約して分析できることである（波江，

2007）。 

 しかし、主成分は相関のある多くの変数の総合され

た特性値であり、目的変数とは無関係に説明変数の候

補のみが要約されたものであるため、目的変数をよく

説明する主成分とそうではないものが混在してしまう

ことが起こり得る。また、この場合、主成分回帰によ

る解析結果において、上位の主成分が選択されず、下

位の主成分が選択されることもある。 

 よって、本研究では、選抜型多群主成分回帰分析（図

5）による解析を事例に適用する（川﨑・高橋，2014）。

この手法は、事前に目的変数に対してあるレベル以上

の相関を有する説明変数の候補の選抜を行い、選抜後

の説明変数の候補に対して主成分を求め、重回帰分析

を行うという方法である。この手法を用いれば、視覚

的にわかりやすい提案を行うことも可能になる。 

 図 5では、まず目的変数に設定する ZY1を定め、ZY1

と説明変数Xの各項目の相関を確認する。このときの

相関が一定レベル以下の説明変数は分析から除外し、

一定レベル以上の説明変数のみを選抜して解析を進め

る。選抜された説明変数の主成分分析を各群で行い、

各群で抽出された主成分を用いて重回帰分析を行う。 
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Y1

Y2

e
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図 4 従来の主成分回帰分析モデル 
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図 5 選抜型多群主成分回帰モデル 
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 選抜型多群主成分回帰分析は、事前に目的変数との

相関を確認するため、目的変数と関連のない説明変数

が混じることがなく、従来の主成分回帰分析の問題点

を解決できる。また、同じ群内の主成分同士は独立の

関係となり、相関の問題が生じることがないため、多

重共線性の問題を回避しやすい。 

 

3．事例の概要 

3.1 質問紙調査の概要 

 A 社離職者のキャリア自己概念の認識がキャリア自

律行動に与える影響を明らかにするため、離職者が在

職中に行った 2 種類の質問紙調査結果を援用し、分析

を行う。したがって、本発表は複数の質問紙調査のデ

ータ分析結果による知見の集約・集積によるものであ

る。本事例における調査の位置づけを構造的に示すた

め、パス図を示す（図 6）。 

調査対象：A社従業員 2014年 7 月時点での離職者 40

名（在職中に質問紙調査を実施） 

平均社歴：2.9年 

実施時期：2013年 2月～2013年 11月 

分析項目：53項目（2種類の質問紙調査から集約） 

分析項目の概要（表 2） 

 質問紙調査①は、A 社のキャリア施策調査である。

この調査には、「自分はどのような仕事をやりたいのか

明らかである」という“やりたい仕事の認識”について

等の質問項目を含む「キャリア自己概念の認識」に関

する 5 項目、および「今後どのようなスキルを開発し

ていくか、具体的なアクションプランを持っている」

という“スキル開発の計画性”について等の質問項目を

含む「キャリア自律行動」に関する 7項目が含まれる。

すべての項目は、5件法（1．そうだ、2．まあそうだ、

3．どちらでもない、4．ややちがう、5．ちがう）で回

答してもらった。表 2 の質問紙調査①において、項目

No.が Q3、Q5、Q6…、Q13、Q17、Q18と Qの数字が

連続していないのは、図 6 のパス図に基づき関連する

項目を①キャリア施策調査から援用したためである。 

 質問紙調査②は、キャリア価値観調査である。質問

項目は、Schein によって開発され、金井（2003）によ

って日本語訳がなされたキャリア・アンカーの自己診

断用尺度を用いた。この尺度は、A～H までの 8 グル

ープに質問項目が 5 つずつ含まれ、「全然そう思わな

い」から「いつもそう思う」の 1～6点で評価する形式 

①キャリア施策調査②キャリア価値観調査
（キャリア・アンカー）

専門職能

全般管理

自律独立

保障安定

起業創造

奉仕貢献

純粋挑戦

生活様式

キャリア
自己概念の認識

キャリア
自律行動

 

図 6 本事例のパス図 

 

表 2 分析項目の概要 

項目No. ◇キャリア自己概念の認識（5項目） 5件法

Q3 やりたい仕事の認識

Q5 生き方の目標・目的の認識

Q6 専門性への確信

Q9 得意分野の認識

Q12 職業的価値観の認識

項目No. ◇キャリア自律行動（7項目） 5件法

Q13 新しい知識・技術の習得

Q17 知識・技術のブラッシュアップ

Q18 スキル開発の計画性

Q22 職種・業界の最新情報収集

Q23 能力開発行動

Q29 日常業務の取り組み姿勢

Q31 社会・経済の情報収集

グループ ◇キャリア・アンカー尺度（8アンカー×5項目） 6件法

A 専門職能：専門性の追求

B 全般管理：課題解決、責任のまっとう

C 自律独立：キャリア選択の自由度

D 保障安定：雇用や身分の保証

E 起業創造：革新的な活動

F 社会貢献：社会や周囲の役に立つ

G 純粋挑戦：困難な仕事の克服、チャレンジ

H 生活様式：趣味/家庭、キャリアバランス

◆質問紙調査①　A社キャリア施策調査（2012年9月実施）

◆質問紙調査②　A社キャリア価値観調査（2012年2月～随時）

 

 

である。この尺度では点数が高いほどそのキャリア・

アンカーに価値を置いているとされるが、一般的には

個別インタビューと併用する形で用いられる。 

 Schein（1978）は、キャリア初期の自己イメージから

キャリアの諸決定を組織化・制約化する自己概念が形

成されるとし、自己概念の一部を形づくり、キャリア

の方向性を規定する職業上の自己イメージのことをキ

ャリア・アンカー（career anchor）と提唱した。また、
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Schein はキャリア中期において、職業をどこまで専門

化するかの決定基準を、自己イメージの要素である動

機・才能・価値を評価する必要性があると指摘してい

る。その後、Schein の理論を基に、金井（2003）は、

この自己イメージには 1．自分の得意分野・不得意分

野（才能と能力）、2．自分のキャリアから自分は何を

望んでいるのか（動機と欲求）、3．自分のキャリアに

対する価値（態度と価値）の 3 つの側面があることを

報告している。 

 このキャリア・アンカーを用いたキャリア価値観調

査は、A 社従業員は入社順に随時実施しており、個人

のキャリア形成に役立てられるよう個別にフィードバ

ックを行っている。そのため、当初は組織的に分析を

行うことを想定していなかったものである。通常、別々

の目的で行われた質問紙調査はそれぞれ別に処理され、

同時に分析を行うことはない。しかし、選抜型多群主

成分回帰分析を用いれば、複数の調査データを同時に

用いた組織の詳細な実態把握が可能になる。さらに、

分析結果に基づく客観的かつわかりやすい施策提案を

検討することができる。 

 

3.2 離職者を対象とした理由 

 本研究で離職者を対象としたのは、以下のような理

由からである。 

（1）離職者は、自律行動ができるレベルの高い人であ

る可能性があるため 

：A 社の離職者は会社の方針が明確に示され、その方

針に基づく大きな組織変更が行われた後に急増した。

そのため、組織の目的を理解し、自らの働く目的や価

値観と一致しなければ組織を離れるという自律行動が

できる人が多く含まれている可能性がある。 

 

（2）離職して欲しくない在職者に対する離職防止に役

立てられるため 

：離職者の多くが自律行動をとることができる優秀な

人材であるとすれば、本研究から見出される対策を在

職者のリテンション（優秀な人材確保対策）に役立て

ることができる。 

（3）離職者を対象とする調査研究は稀少であるため 

：自律した人材は早期に離職するのではないかという

懸念は、先行研究で指摘されている。しかし、その実

態把握や対策のための研究は過去にほとんど見られな

い。実際に、離職者を定量的な研究の対象とすること

は、サンプル数を集める点において困難である。 

 そこで、本研究では離職者に対象を絞り、その実態

を可視化することを試みた。そこから次の施策提案の

方向性を見出すことができれば意義があるものといえ

る。 

 

4．選抜型多群主成分回帰分析 

 A社の離職者 40名のアンケート結果分析には、デー

タ分析ソフトフェア：JMP を用いた。分析モデルは図

7に示す。 

 

4.1 分析手順と分析結果 

 はじめに、目的変数を設定するため「キャリア自律

行動」の 7 項目の主成分分析を行う。キャリア自律行

動に関する 7項目の因子負荷量は図 8に示す。図 8か

ら、成分 1（第一主成分）が 63％を説明していること

がわかる。また、固有値も 1.0 を超えているのは第一

主成分だけであり、本研究で目的変数に設定したい項

目の意味からも、第一主成分を目的変数として取り上

げることが適当であると判断した。以下、「キャリア自

律行動」の第一主成分を ZY1とする。このとき、第一

主成分（横軸）ZY1 はキャリア自律度（低い－高い）、

第二主成分（縦軸）ZY2はキャリア視点（長期－短期）

と解釈した。 

 次に、目的変数に設定した ZY1と各質問項目の相関

を確認し、XとYの相関係数が 0.2（寄与率 0.04）以上

の項目を選抜した。このときの選抜基準に絶対的なも

のはなく、今回は寄与率 0.05（5％以上の影響）を意識

した選択を行った。 

 その後、概念グループごとに選抜した項目の主成分

分析を行い、それぞれ第一主成分（横軸）と第二主成

分（縦軸）の解釈を行った。頁の都合上、G グループ

「純粋挑戦」に関する因子負荷量を図 9 に示す。G グ

ループは、第一主成分（横軸）ZG1 はチャレンジ志向

（低い－高い）、第二主成分（縦軸）ZG2は課題特性（質

－量）と解釈した。もし、選抜された質問項目が 1 項

目しかない群についても、その他の群の主成分と比較

ができるよう質問項目の基準化（平均を 0、分散を 1

に変換）を行った。 

 さらに、ZY1 を目的変数、選抜した質問項目から取

り出した各主成分を説明変数として主成分回帰分析を

実行する。JMP のあてはめの要約を行った結果を表 3

に示す。この結果から R2乗が 0.81、自由度調整 R2乗 
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図 7 選抜型多群主成分回帰分析の適用事例モデル 

 

キャリア自律度

→高い低い←

キ
ャ
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図 8 「キャリア自律行動」因子負荷量 

 

が 0.76であり、このモデルの当てはまりは大変よいこ

とがわかった。 

 表 3 は、変数増減法（選択と削除の基準はいずれも

0.25）で変数を選択し、t値の絶対値が 1.50を割るもの

を削除している。このとき選択された主成分間の VIF

は 2.0 以下となっており、説明変数とした主成分同士

の独立性が比較的保たれていることも確認できた。こ 

↑質

↓量 チャレンジ志向

→高い低い←

課
題
特
徴

 

図 9 Gグループ「純粋挑戦」因子負荷量 

 

の後は、分析結果に基づく定量的な提案を検討する。 

 

4.2 分析結果の考察と提案 

 選抜型多群主成分回帰分析の結果を次の提案に活か

す場合、標準偏回帰係数の絶対値が大きいものに注目

する。その推定値を用いてベクトルを作成し、ベクト

ルに「上げしろ」または「下げしろ」が、それぞれ「あ
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表 3 あてはめの要約 

 

 

り」か「なし」を検討する。ベクトルは、次の（ア）

と（イ）のパターンに分けて考えることができる

（Kawasaki.S, Takahashi.T, Suzuki.K，2014)。 

（ア）1つの主成分が選択されている場合 

：1 本のベクトル上にある質問項目が目的変数に対し

て重要な影響を与える質問項目である。 

（イ）2つの主成分が選択されている場合 

：2 本のベクトルの合成ベクトルを作成し、そこから

垂線を下した位置の絶対値の大きいところにある質問

項目が目的変数に対して重要な影響を与える質問項目

である。 

 さらにベクトルの符号を確認し、パターン分けして

施策を検討する。ベクトルの「上げしろ」「下げしろ」

を確認するためには、影響が大きいと判断した質問項

目の回答データの一変量の分布を参照する。（1）ベク

トルが正の場合、回答の平均値が低ければその項目に

は「上げしろがある」と判断できるため、“上げる”た

めの施策を検討する。（2）ベクトルが負の場合、回答

の平均値が高ければ「下げしろがある」と判断できる

ため、“下げる”ための施策を検討する。（3）どちらの

場合も平均値が満点に近い場合、今の状態をキープし

なければ目的変数への影響度合いが小さくなってしま

うと考えられるため、現状を維持するための施策を検

討する。 

 しかし、「上げしろ」「下げしろ」がある場合でも、

あえて何もしない場合がある。①現状をそのまま維持

した方がよいと判断できるなら「見守る」という形で

何もしない。②しばらくは「経過観察」という意味で

ニュートラルに何もしない。③改善したいがそうする

ことで逆効果となることが想定できるとき、「容認」と

いう形で何もしない。何もしない場合は、上記の 3 つ

のパターンが考えられる。 

 

4.2.1 Gグループの分析結果に基づく考察 

 具体的な提案を検討するため、1つのグループから 2

つの主成分が選択されたGグループを取り上げ考察す

る。図 10 のように、ZG1 と ZG2 の推定値から合成ベ

クトルを作成し、そのベクトル上に垂線を下ろしたと

き、絶対値の大きい位置にある質問項目が目的変数に

対して重要な影響を与える。 

 Gグループの結果から、質問項目のG5（困難問題挑

戦）とG3（困難問題解決）、G4（挑戦機会）が従業員

の自律性を高めるために影響を与える質問項目だとい

うことが明らかになった。これらの 3 項目の一変量の

分布（図 11）を確認すると、G5の得点平均値は 2.98、

G3は 3.33、G4は 3.18であり、項目の最大得点が 6点

であることを考慮すると、いずれも上げしろがあると

いえる。 

 このことから、離職者 40名は能力を存分に活用でき、

困難な問題への挑戦機会を得れば、さらにキャリア自

律行動が高まる（促進する）と考えられる。この結果

を今後に活かすためには、従業員が難しい課題に挑戦

できる機会を増やすための施策を検討するとよい。 

 

↑質

-1.23

↓量
チャレンジ志向

→高い低い←

課
題
特
徴

0.28

 

図 10 Gグループの合成ベクトル 
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図 11 G3、G4、G5の一変量の分布 

 

4.2.2 Gグループの結果考察に基づく提案 

 G グループに基づく施策として、A 社では以下のよ

うな施策導入を検討した。 

（1）FA制度の充実 

： A社は 2年前から FA制度を導入している。しかし

FAは現在、社歴や経験の浅い従業員は対象外となって

いる。今後、対象となる従業員の枠を若手まで広げる

ことで、積極的にチャレンジする風土をつくることが

できると考えられる。 

（2）チャレンジ目標設定の仕組み導入 

：A 社の目標管理制度（MBO）は 2 年前に導入され、

現在、半期ごとに上長と面談して従業員自らが目標を

設定する仕組みになっている。その目標設定に、チャ

レンジングな目標を設定する仕組みを加えることで従

業員の挑戦意識を高めることを目指す。 

（3）挑戦機会を与える管理者教育 

：（1）、（2）を有効に機能させるためには、管理者教育

が重要となる。これまでA社では管理者研修を実施し

ていないため、管理者のマネジメント手法は個人差が

大きい。部下に対し、現状の課題だけでなく、少し先

の難しい課題に挑戦させながら育成するノウハウを共

有できれば、従業員が自律的に行動できる組織の土壌

がつくられる。また、優秀な部下が離職を考えるとき

のサインに気づくことができるのも、現場で接してい

る上長である可能性が高い。そのため、離職のサイン

を見逃さない視点と気づいた時の対応について管理者

教育を行うことも効果的だと考えられる。 

 以上、3 つの提案施策については、表 4 ように因子

と水準を用意し、質問紙実験を行うことでより確実な

施策にできる。質問紙実験は、効果が期待される人事

施策の検討案を複数用意し、そこから最適なものを選 

表 4 質問紙実験における因子と水準の設定例 

因子 第一水準 第二水準

X1：FA開始 2年目から 3年目から

X2：FA機会 年1回 年2回

X3：FAプロテクト期間 6ヵ月 12ヵ月

X4：自己申告機会 年2回 年4回

X5：目標設定・再設定面談機会 年2回 年4回

X6：チャレンジ目標の設定個数 年2つ 年4つ

X7：評価（賃金改定）の機会 年2回 年4回
 

 

定するための仮想実験ともいえるものである。 

 

5．直行表 L12と L8による施策設計と確認調査 

本章では、より確実な人事施策提案のため、以下の

4ステップを順に実行する。 

I. スクリーニング実験（L12＋ホールドアウトカー

ド）：施策に対し影響の強い因子を絞り込む。 

II. 本実験（L8＋ホールドアウトカード）：絞り込ん

だ因子の主効果と交互作用を確認する。 

III. 設計：最適化理論に基づき施策の設計を行う。 

IV. 確認調査（質問紙調査）：施策の候補案の受け入れ

について確認する。 

 

5.1.1 直行表 L12と L8による施策設計 

 本研究では、企業におけるより精度の高い人事施策

を設計するため、ヒトを対象とした質問紙実験を実施

する。質問紙実験は目的によって 2 回に分け、初めに

スクリーニング実験として L12、次に本実験として L8

の直交表を用いて行う人事施策設計のアプローチを提

示する。その結果、確実な人事施策の在り方を提案す

ることが本実験の目的である。 

 質問紙実験では、検討案の特徴を示すものを因子、

因子の具体的内容や状態のことを水準と呼ぶ。水準は、

量的水準と質的水準があるが、柔軟に施策設計できる

ことを考慮し、できるだけ量的水準を用いるよう工夫

する。 

 質問紙実験においては、初めにこれらの因子と水準

を用意し、プロファイルの設計を行う。このとき、回

答者への負荷を減らす観点から、属性ごとにすべての

水準を組み合わせてプロファイルを作成して提示する

のではなく、回答者に提示するプロファイルを絞り込

むことが一般的である。このプロファイルの絞り込み
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をプロファイルデザイン（プロファイルの設計）と呼

ぶ。 

 

5.1.1 順位法によるプロファイルカードの並べ替え 

 たとえば、様々な施策が各因子となり、その因子に

対する水準を文字やイラストで表現することで、仮想

の施策ができあがる。次に、あらゆる水準で構成され

る複数のプロファイルを作成し、それをカード化する。

本研究では、回答者にそのプロファイルカードを好ま

しいと思う順番に並べ替えてもらう。 

 被験者にカードを好きな順に並べ替えてもらうこの

手法は、一般的に順位法と言われるものである。その

他の計測スケールとしては、各カードに点数をつける

評点法、数直線上で各プロファイルカードの番号を示

してもらう相対位置型評点法などがある。順位法にお

いては、順位がそのまま評価値に換算される（12枚の

プロファイルの場合、1 位は 12 点、2 位は 11 点…12

位は 1 点）ため、評価値の差は等間隔になり、詳細な

違いを把握するには適さない。しかし、評点法より短

時間で回答してもらいやすい手法である。 

 本研究における質問紙実験の目的は、詳細な評価値

の把握ではなく、確認調査の前の有力な施策候補の絞

り込みである。よって、計測スケールは順位法を採用

し、複数枚のカードの並べ替えの負担を軽減するため、

次項に示すようなカードの並べ替えの工夫点も取り入

れた。 

 

5.1.2 複数枚のカードの並べ替えの方法 

質問紙実験では、回答者が視覚的に施策概要を捉え

やすくなるようイラストや大きめの文字を用いたプロ

ファイルカードを用意し、もっとも良い・関心がある

と思うものから順位付けを行ってもらう。複数枚のカ

ードをすべて見比べながら並べ替えると時間を要して

しまうため、以下のように並べ替え手順を説明資料（図

12）と共に示した。 

 

《カードの並べ替え手順》 

① 複数枚のカードを 3つのグループに分ける。 

D（Desireble）群：好ましいグループ 

I（Interlevel）群：中間グループ 

U（Undesirable）群：好ましくないグループ 

② それぞれのグループで良いと思う順にカードを並

べ替える。 

良い（＋）
関心が高い

どちらともい
えない

良くない（－）
関心が低い

 

図 12 カードの並べ替え手順の説明資料 

③ グループの下位 2 枚のカードと次のグループの上

位 2 枚のカードの並び順を検討する。順位が入れ

替わるようならカードを入れ替える。 

④ カード全体がもっとも良い、関心がある順に並ん

でいるかどうか確認する。 

⑤ 1位から順に、回答用紙にカードNo.（またはカー

ドに付与されたアルファベット）を記入する。 

 

5.2 スクリーニング実験 

 スクリーニング実験の目的は、A 社におけるキャリ

ア自律支援施策において影響の強い主な要因を絞り込

むことである。 

 

5.2.1 因子と水準の設定とプロファイルの設計 

 質問紙実験で社内施策の評価を行うに当たっては、

因子（要因）と水準（特性）の設定が重要になる。本

研究では、A 社従業員を対象に実施する 1 回目の実験

であることを踏まえ、従業員の自律的な挑戦意欲に影

響を及ぼすと考えられる因子と水準を表 5のように設 

 

表 5 質問紙実験計画（社内制度改定用） 

因子 第一水準 第二水準

X1開始 2年目 3年目

X2機会 年1回 年2回

X3期間 6ヵ月 12ヵ月

X4申告 年2回 年4回

X5面談 年2回 年4回

X6個数 年2つ 年4つ

X7評価 年2回 年4回  

注）従業員の自律的な挑戦意欲に影響を及ぼすと考えられる

7因子と量的な 2水準を設定。 
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定した。 

 因子は 7つ（X1開始、X2機会、X3期間、X4申告、

X5面談、X6個数、X7評価）であり、それぞれが 2つ

の量的水準を持つ。 

 

《スクリーニング実験に用いる用語説明》 

X1開始：FA開始…社内 FA（フリーエージェント：他

部門への異動希望）は、入社 2 年目～がよい

か、入社 3年目～がよいか。 

X2機会：FA機会…社内FAの機会は、年1回がよいか、

年 3回がよいか。 

X3期間：FAプロテクト期間…FAで異動できた場合は、

次の FA の権利を得るまで 6 ヵ月プロテクト

がよいか、12ヵ月プロテクトがよいか。 

X4 申告：キャリア希望自己申告 …キャリア希望の自

己申告は、年 2回がよいか、年 4回がよいか。 

X5面談：目標設定面談…目標設定面談および再設定面

談の機会は、年 2 回がよいか、年 4 回がよい

か。 

X6個数：チャレンジ目標…チャレンジ目標の設定個数

は、年 2つがよいか、年 4つがよいか。 

X7評価：評価（賃金改定の機会）…評価（賃金改定の

機会）は、年 2回がよいか、年 4回がよいか。 

 

 最初に、JMPを用いて L12の計画表を作成する（宮

川，2000）。本研究における質問紙実験はヒトを対象と

するため、回答に矛盾が生じたものも分析に含めてし

まう可能性がある。そこでホールドアウトカードを 1

枚加え、回答を分析対象とするか否かを統計的に確認

する方法を採用した。L12では、通常 12枚のカードを

用いる。この 12枚のカードで式をつくり、各因子の 2

水準の中央値を入れたホールドアウトカードの順位が

上位や下位にきている回答者のデータは、信頼性が低

いと判断することが可能になる。 

 

5.2.2 実験手順 

 事前に実験の対象となる従業員全員に、社内メール

で実験参加の案内を送信した。実験を行う場所は、社

内のリフレッシュルームとし、4～6名程度の従業員が

揃ったところで実験を行った。 

 回答者に L12 の 12 枚にホールドアウトを加えた 13

枚のカードを良い・興味があると思う順に並べ替えて

もらう。このとき、回答者の負担および実験手順の違

いが回答に与える影響を考慮し、実施者が 5.1.2のカー

ドの並べ替えの方法などをファシリテートした。 

 スクリーニング実験に協力してくれた従業員には、

回答が終わった順に回答シートをその場に伏せて置き、

業務に戻ってもらうよう指示し、遅くとも 15分程度で

実施グループ全員が実験を終えることができた。 

 

5.2.3 スクリーニング実験の分析方法 

 はじめに、回答者が順位付けしたアルファベットを

得点化（1位のカードに 13点、2位に 12点～13位に 1

点）した上で、データを JMPに取り込み、分析の準備

を行う。次に回答に矛盾があると思われるデータをチ

ェックし、問題があれば分析から外す。 

 チェックの第一段階として、各因子の 2 水準の中央

値を入れたホールドアウトカードの順位が 1 位・2 位

の最上位、もしくは 12 位・13 位の最下位にきている

回答者のデータを除外した。第二段階として、分析の

モデリング/分散分析を実行し、予測式の確認で Y1 の

寄与率が 0.8 以下のデータを除外した。その後、残っ

た分析対象データの各プロファイルの平均値を算出し、

モデリング/分散分析、さらに最適化を行なった。 

 また、順位付けされた回答データを用いてクラスタ

ー分析を行い、その結果をパーティション分析によっ

て検討し、結果に違いがでることが想定されるセグメ

ントを確認した。その結果、本研究では A 社の社歴 3

年未満と社歴 3 年以上の従業員で、回答傾向に何らか

の違いがあることが明らかになった。よって社歴 3 年

未満と 3 年以上のグループに分け、以降の分析を行っ

ている。 

 

5.2.4 スクリーニング実験の結果 

 スクリーニング実験の分析対象者は社歴 3 年未満

（16 名）、社歴 3 年以上（17 名）である。スクリーニ

ング実験の社歴 3 年未満の分散分析表を表 6 に示す。

この結果から、社歴 3年未満の従業員は「X6個数：チ

ャレンジ目標の個数」、「X7評価：評価（賃金改定の機

会）回数」、「X5面談：目標設定面談の回数」の 3因子

の影響が強いことがわかった。 

 表 7 より社歴 3 年未満の従業員の最適条件に関して

は、「X2機会：FA機会」と「X3期間：FAプロテクト

期間」以外は、最適な条件が明確であった。「X1開始：

FA 開始」は 2 年目から、その他「X4 申告：キャリア

希望自己申告」、「X5面談：目標設定面談」、「X6個数：  
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表 6 社歴 3年未満の分散分析表 

 

 

表 7 社歴 3年未満の最適条件 

 

 

表 8 社歴 3年以上の分散分析表 

 

 

表 9 社歴 3年以上の最適条件 

 

 

チャレンジ目標」、「X7評価：評価（賃金改定の機会）」

はいずれも 4回より 2回が良いという結果であった。 

 スクリーニング実験の社歴 3 年以上の分散分析表を

表 8 に示す。この結果から、社歴 3 年未満の従業員は

「X6 個数：チャレンジ目標の個数」、「X5 面談：目標

設定面談の回数」、「X1 開始：FA 開始時期」の 3 因子

の影響が強いことがわかった。 

 次に、社歴 3 年以上の従業員の最適条件を確認した

ところ、「X3期間：FAプロテクト期間」と「X4申告：

キャリア希望自己申告」以外は、最適な条件が明確で

あった（表 9）。「X1開始：FA開始」は 2年目から、「X2

機会：FA機会」は年 3回、「X5面談：目標設定面談」

は年 4回、「X6個数：チャレンジ目標」、「X7評価：評

価（賃金改定の機会）」はいずれも 4回より 2回が良い

という結果であった。 

 これらの結果に基づき、本実験を行う。本実験では、

スクリーニング実験で絞り込まれた、各属性の影響の

強い 3因子以外の条件を固定し、それを明示した上で、

プロファイルカードを作成する。 

 

5.3 本実験 

 本実験の目的は、A 社におけるキャリア自律支援施

策に影響の強い、絞り込んだ因子の主効果と交互作用

を確認することである。 

 

5.3.1 因子と水準の設定とプロファイルの設計 

 本実験は、社歴 3 年未満と社歴 3 年以上のグループ

に分けて実験を行う。水準はいずれもスクリーニング

実験と同様のものを用い、上位 3 因子以外の因子は望

ましい水準に固定して、それぞれのプロファイルを作

成した。 

 JMP を用いて L8 の計画表を作成し、本実験でも回

答に矛盾が生じたデータを確認するため、各因子の 2

水準の中央値を入れたホールドアウトカードを用意し

た。したがって、L8の 8枚のカードにホールドアウト

カード 1 枚を加えた計 9 枚のプロファイルカードを本

実験に用いる。 

 

5.3.2 実験手順 

 本実験においてもスクリーニング実験の時と同様、

事前に実験の対象となる全従業員に対し、社内メール

で実験参加の案内を行った。メールには、社内施策設

計のためという実験の目的と 2 回目の実験のであるこ

とを記した。今回も 4～6名程度の従業員が揃った時点

で実験をスタートさせた。 

 回答者に 9 枚のカードを良い・興味があると思う順

に並べ替えてもらう実験手順はスクリーニング実験と

同様である。本実験においても、回答者の負担および

実験手順の違いが回答に与える影響を考慮し、実施者

が 5.1.2 のカードの並べ替えの方法などをファシリテ



Discovery Summit Japan 2016 

14 

ートした。 

 従業員には、回答が終わった順に回答シートをその

場に伏せて置き、業務に戻ってもらうよう指示した。

本実験の場合、実験を実施したグループ全員の回答が

終了するまでに早くて 5分、遅くとも 10分程度であっ

た。 

 

5.3.3 本実験の分析方法 

 分析方法もスクリーニング実験と同様である。回答

者が順位づけしたアルファベットを得点化（1 位のカ

ードに 9点、2位に 8点～9位に 1点）した上で、デー

タを JMPに取り込み、分析を行った。 

 次に、統計的な観点から回答に矛盾があると思われ

るデータをチェックした。チェックの第一段階として、

各因子の 2 水準の中央値を入れたホールドアウトカー

ドの順位が 1 位、もしくは 9 位にきている回答者のデ

ータを除外した。第二段階として、分析のモデリング/

分散分析を実行し、予測式の確認でY1の寄与率が 0.8

以下のデータを除外した。その後、残った分析対象デ

ータのクラスター分析を行い、クラスターごとにプロ

ファイルの平均値を算出し、モデリング/分散分析、さ

らに最適化を行った。なお、本実験においては、社歴

3 年未満と社歴 3 年以上のグループを、いずれも 3 ク

ラスターに分け、分析している。 

 

5.3.4 本実験の結果 

 A 社における従業員のうち、本実験の分析対象とな

った従業員は、社歴 3年未満と社歴 3年以上共に 16名

ずつである。 

 本実験の社歴 3 年未満の分散分析表をクラスター別

に確認したところ、社歴 3 年未満の従業員の回答には

ほとんど交互作用がなく（表 10）、交互作用が確認で

きたのはクラスター3の目標の個数×評価のみであった。

しかし、このクラスター3 は 1 名の従業員の回答によ

るものである。そのため、全体からすると一部の特別

な傾向であると判断できる。 

 次に、本実験の社歴 3 年以上の分散分析も 3 クラス

ターに分けて確認した。その結果、社歴 3 年以上の従

業員の回答にもほとんど交互作用がみられなかった

（表 11）。 

 さらに、社歴 3 年未満の従業員の最適条件を確認し

た。ステップ 1 でクラスター1（12 名）の最適条件を

設計し、制御因子となった「個数」と「評価」をロッ 

表 10 本実験：社歴 3年未満の最適条件 

 

 

表 11 本実験：社歴 3年以上の最適条件 

 

 

クした上で、ステップ 2 としてクラスター2 を最大化

した。その結果、「個数」と「評価」は年 2回、「面談」

は年 4 回を従業員が希望していることが明らかになっ

た（図 13）。 

 次に、社歴 3 年以上の従業員の最適条件を確認した

ところ（図 14）、「X5面談：目標設定面談」は年 4回、

「X6個数：チャレンジ目標の数」は年 2回、さらに「X1
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開始：FA開始時期」は入社 2年目からを従業員が希望

していることが明らかになった。 

 これらのことから、社歴 3 年未満と社歴 3 年以上の

従業員のどちらも、「目標設定面談」年 4 回、「チャレ

ンジ目標設定個数」年 2 つを希望していることがわか

った。したがって、この 2 因子が従業員の組織内での

チャレンジにもっとも影響を与える要因だと考えられ

る。 

 社歴 3年以上のスタッフは、FA制度を入社 2年目か

ら開始することを希望した。A社は、平均年齢も 30代

前半と若く、今後も成長を志向している会社である。

このような企業で積極的なチャレンジができる風土を

つくるため、FAを機能させることも1つの手段である。 

 

 

図 13 社歴 3年未満：最適化理論を用いた検討 

 

 

図 14 社歴 3年以上：最適化理論を用いた検討 

5.4 施策設計のための合意形成アプローチ 

 本実験において、たとえば管理職と一般社員という

属性の 2 つの層（上位分類）ができ、一般社員の層に

はさらに 30歳未満と 30歳以上という年代の 2つの層

（下位分類）が存在するという 2 階層の分類があるこ

とを想定する。このとき、管理職と一般社員のどちら

も、同じ因子（施策）の同じ水準を望んでいる（例：「評

価（賃金改定）の機会」は年 2回を望む）こともある。

しかし、分散分析の結果において影響の強い施策の順

に違いが生じ、さらに最適化の過程で、希望する水準

に違いがみられた場合は、合意形成のアプローチが必

要となる。 

 もし、違いが生じた層別間で、それぞれ望ましいと

予測された数値の中央値を用いて施策を設計すれば、

結果としてどちらの層にとっても効果が薄くなる可能

性もある。この方法も手段のひとつではあるが、安易

な合意形成とならないよう注意が必要である。 

 別の手段として、層ごとに人事施策を個別に設計す

る（例：30歳未満には家賃補助を支給し、30歳以上に

は支給しない）方法も考えられる。しかし、企業にお

ける人事施策は従業員の福利厚生的なの要素を含むも

のが多いため、こうした設計事例は少なくなる。 

 また、どちらかの層に特化した設計を行う方法もあ

る。たとえば、一般社員の特に 30歳未満の層に対して

影響のある施策にしたいという経営判断があれば、そ

の層に特化して施策設計を行うというものである。 

 JMPのアドインソフトであるHOPEを用いて設計を

行う場合は、初めに、特定の層を 1 つ選びターゲット

として設計を行い、その後はシナリオに基づき頑健設

計を試みる。その過程において、統計的数値の変化を

確認しながら、関係者が集まる場で議論し、合意形成

を図った上で、納得する人事施策を設計することが可

能になる（川﨑・高橋，2015）。 

 このような合意形成のアプローチで重要なことは、

感覚的な判断にならないよう統計的な数値を議論に組

み込むことである。しかし一方で、統計的数値だけで

判断せず、組織の実態を踏まえて施策設計することも

重要である。たとえば、実験の回答に基づく組織の分

類が 6 クラスターあることがわかれば、それぞれのク

ラスターへの影響を考慮しながらシナリオを用意し、

HOPE 理論に基づき制度設計を行うことで、経営の意

思を反映させる形で合意形成を図ることができる。 

 質問紙実験の本質は、人間による評価という形をと
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っているが実験そのものである。多数の回答者データ

は複数の層から構成されるため、層があるという状況

は頑健設計そのものである。このため HOPE理論が活

用でき、そのことにより実態の詳細な把握と高度な設

計（提案）を行うことができる。 

 本事例においては、社歴 3 年以上と社歴 3 年未満と

いう従業員の層別によって、希望する人事施策に違い

がみられた。合意形成のためのアプローチを行う上で、

A 社の経営層の意思を反映させるためのシナリオを用

意した。A 社では、若手従業員を成長させる仕組みづ

くりにもっとも重点を置いているため、社歴 3 年未満

で最大人数が含まれるクラスター1 をまず最大化し、

次に社歴 3 年以上の最大人数が含まれるクラスター2

を最大化するという順番で、推定値の数値の変化を確

認しながら納得できる施策の回数を確定させた。 

 

5.5 人事施策改定案の受け入れ確認調査 

 合意形成のアプローチを経て、人事施策の設計案を

以下のように設計した。この改定案は、企業組織に導

入する前に、従業員の受け入れの確認を行うことが望

ましい。受け入れ確認のため、質問紙調査を実施する。 

 

《A社の人事施策改定案》 

 チャレンジ目標の設定個数：年 2つ 

 目標設定面談および再設定面談：年 4回 

 人事評価（賃金改定）の機会：年 2回 

 社内 FA*：入社 2年目～ 

（注）FA*（フリーエージェント）とは、異動を希望する部

門名、その理由を明確に意思表示すること。場合によっ

ては希望する部門長との面談、プレゼンテーションが求

められることもある。 

 

5.5.1 確認調査の概要 

 社内施策改定案の評価について、段階的かつ網羅的

に実行するため、[A]職場環境評価、[B]制度改定評価、

[C]制度活用意思、[D]今後の制度改定意向および人事施

策改定に関する自由記述（質的評価）を質問紙に含め

た。自由記述以外の回答は、1．そう思う，2．ややそ

う思う，3．どちらともいえない，4．あまりそう思わ

ない，5．そう思わない、の 5件法で用意し、もっとも

当てはまる番号 1 つを選択してもらう形式とした。ま

た、属性については 4 項目（性別・年齢・雇用形態・

社歴）を設定した。 

 確認調査の対象者は、A 社の役員と管理職者を除く

従業員 70名とした。スクリーニング実験、本実験と同

様、回答は無記名とし、5 分程度で完了できるものと

した。 

 

5.5.2 確認調査の結果と考察 

 確認調査では回答者 55 名全員を分析の対象とした。

社内施策改定案に対する評価を[A]職場環境評価、[B]

制度改定評価、[C]制度活用意思、[D]今後の制度改定意

向の 4 つの視点より確認し、その結果を肯定的意見と

否定的意見に分け、集計したものが表 12である。肯定

的意見の支持数は、従業員のポジティブな評価（1．そ

う思う、2．ややそう思う）を合計したものである。他

方、否定的意見の非支持数は、従業員のネガティブな

評価（4．あまりそう思わない、5．そう思わない）を

合計したものである。 

A 社の社内施策改定案は、4 視点のいずれにおいても

社内の 60％以上の従業員が支持するという結果であっ

た。A 社は社歴の短い従業員も多いため、施策改定に

ついて自らの意見をしっかり表明できず「どちらとも

いえない」と評価した者も多かったのではないかと推

測できる。そのような中で、全体で約 6 割の従業員が

施策改定案を肯定的に評価しており、実際にこの改定

を実行に移しても大きな混乱は起きない可能性が高い。 

 一方で、今後も社内施策をチャレンジングなものに

変更していくことをネガティブに捉える従業員の割合

は回答者の 1 割を超えており、無視することはできな

い比率であった。今回の施策改定までは、概ね従業員

に支持されている状況といえるが、将来の制度改定に 

 

表 12 確認調査：社内施策改定案の評価結果 

【A】

職場環境評価

【B】

制度改定評価

【C】

制度活用評価

【D】今後の

制度改定意向

不支持数 4 4 2 7

不支持率 7.3 7.3 3.6 12.7
不支持

否定的意見

【A】

職場環境評価

【B】

制度改定評価

【C】

制度活用評価

【D】今後の

制度改定意向

支持数 39 33 33 34

支持率 70.9 60.0 60.0 61.8
支持

肯定的意見

12 18 20 14

21.8 32.7 36.4 25.5
どちらとも言えない

n=55
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向けてはその時の組織状況を踏まえ、改めて統計的な

分析に基づき実行計画を策定することが望ましい。 

 

6．本研究のアプローチの汎用的活用 

 本研究では、組織人事領域における多群質問紙調査

の解析と設計の一事例を示した。JMP を活用した統計

的アプローチによる一連の方法論は、多群質問紙や質

問紙実験を用いる様々なケースにおいて汎用的に活用

できる。本章では、本研究のアプローチの汎用的活用

について、手順や留意点などをまとめる。 

 

6.1 汎用的アプローチの手順 

 汎用的アプローチのフローを図 15 に示す。最初は、

①の計画である。②の解析において詳細な実態把握を

行うためには、概念図やパス図に基づき丁寧に必要な

情報を丁寧に集めることが重要である。ヒトを対象と

した調査では、属性（フェイスシート）項目もできる

だけ多く、事前に用意しておく方が望ましい。また、

できるだけ不足なく情報を集めるために、同じ概念群

の中に複数の相関の高い質問項目を用意する。このよ

うな多群質問紙で取得したデータを回帰分析で解析す

る場合、多重共線性の問題が懸念される。しかし、本

研究で提案した選抜型多群主成分回帰分析を用いれば、

このリスクを避け、さらに解析結果に基づき作成した

ベクトルで、視覚的にもわかりやすく提案施策を導き

出すことができる。 

 フロー②の解析で用いる選抜型多群主成分回帰分析

では、目的変数に設定する質問項目が複数ある場合は、

はじめにこれらの項目の主成分分析を行う。同じ概念

群に含まれる相関の高い質問項目の主成分分析を行っ

た場合、第一主成分が高い寄与率となる可能性が高い。

よって、因子負荷量を確認した上で問題がなければ、

成分 1（第一主成分）を目的変数に設定する。 

 次に、目的変数に設定した第一主成分と各質問項目

の相関を確認し、相関係数が低いものを分析から除外

し、相関係数が高い項目のみを選抜する。このときの

選抜基準に絶対的なものはない。選抜基準を高くする

と重要な質問項目を外してしまう可能性もある。逆に

選抜基準が低すぎると、目的変数をあまり説明しない

質問項目が混じってしまうことになる。そのため、選

抜基準の数値だけでなく、選抜された質問項目は固有

技術的に納得できるかどうかを確認しながら進めるこ

とが重要である。 

解析：詳細な実態把握
選抜型多群主成分回帰分析による解析アプローチ

実験に基づく 設計：確実で具体的な施策設計
2回の質問紙実験による、確実で具体的な施策の提案

解析に基づく 提案：客観的かつ分かりやすい指針
施策の絞り込み、ベクトルを用いた提案の方向性提示

層
別
を
重
視

1

2

3

計画：多群質問紙調査の準備
概念図、パス図に基づく質問項目の設計または援用

確認：提案内容の受け入れ確認
前提条件を明記した提案施策の確認調査

4

5

 

図 15 汎用的アプローチのフロー 

 

 その後、概念グループごとに選抜した項目の主成分

分析を行い、それぞれ第一主成分（横軸）と第二主成

分（縦軸）の解釈を行う。もし、選抜された質問項目

が 1 項目しかなければ、その他の群の主成分と比較が

できるよう質問項目の基準化（平均を 0、分散を 1 に

変換）を行う。 

 その上で、目的変数として設定した第一主成分と選

抜した質問項目から取り出した各主成分を説明変数と

して主成分回帰分析（JMP のあてはめの要約）を実行

する。このとき、変数増減法（選択と削除の基準はい

ずれも 0.25）で変数を選択し、t 値の絶対値が 1.50 を

割るものは分析から外すとよい。その結果の R2乗、自

由度調整 R2乗を確認することで、このモデルの当ては

まりはどの程度かを判断することができる。また、選

択された主成分間の VIFを確認し、2.0以下であれば、

説明変数とした主成分同士の独立性が比較的保たれて

いると確認できる。もし、VIFが 2.0を超えているよう

なら、概念群を再編成してもう一度、選抜型主成分回

帰分析を行うか、階層型主成分回帰、もしくは主成分

SEMによる解析を行う（Kawasaki，Takahashi，Suzuki，

2016）。 

 選抜型多群主成分回帰分析の結果を次の提案に活か

す場合、標準偏回帰係数の絶対値が大きいものに注目

する。その推定値を用いてベクトルを作成し、ベクト

ルに「上げしろ」または「下げしろ」が、それぞれ「あ

り」か「なし」を検討する。1 つの主成分が選択され

ている場合：1 本のベクトル上にある質問項目が目的

変数に対して重要な影響を与える質問項目である。2

つの主成分が選択されている場合：2 本のベクトルの

合成ベクトルを作成し、そこから垂線を下したとき位
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置の絶対値の大きいものが目的変数に対して重要な影

響を与える質問項目である。 

 このときのベクトルの「上げしろ」「下げしろ」を確

認するためには、影響が大きいと判断した質問項目の

回答データの一変量の分布を確認する。ベクトルが正

の場合、回答の平均値が低ければその項目には「上げ

しろがある」と判断できるため、“上げる”ための施策

を検討する。ベクトルが負の場合、回答の平均値が高

ければ「下げしろがある」と判断できるため、“下げる”

ための施策を検討する。どちらの場合も平均値が満点

に近い場合、現状が維持できなければ目的変数への影

響度合いが小さくなってしまうため、現状を維持する

ための施策を検討する。 

 「上げしろ」「下げしろ」がある場合でも、（1）現状

をそのまま維持した方がよいと判断できるなら「見守

る」。（2）しばらくは「経過観察」とする。（3）改善し

たいがそうすることで逆効果となりそうなら「容認」

という形で何もしないという 3 つのパターンが考えら

れる。ベクトルに基づく考察を踏まえ、客観的かつわ

かりやすい提案の指針が導き出される。これが汎用的

アプローチのフロー③である。 

 フロー④は、2 回の質問紙実験に基づく、確実で具

体的な施策の設計（提案）である。1 回目の質問紙実

験は、L12 のスクリーニング実験であり、影響の強い

因子を絞り込むことを目的とする。2 回目の質問紙実

験は、L8の本実験であり、絞り込んだ因子の主効果と

交互作用を確認することを目的とする。これらの結果

に基づき、最適化理論に基づき施策の設計（提案）を

行う。 

 もし、属性やクラスターによって、影響の強い因子

が違う場合、最適化の過程で希望する水準が違う場合

は、合意形成のアプローチが必要となる。それぞれ望

ましいと予測された数値の中央値を用いて施策を設計

すれば、結果としてどちらの層にとっても効果が薄く

なる可能性もある。別の手段として、層ごとに設計す

る方法も考えられる。また、どちらかの層に特化した

設計を行う方法もある。 

 フロー⑤は確認調査である。確認のための質問紙調

査を実施する場合は、提案施策の前提条件を明記し、

複数の視点から評価を得られるよう調査票を作成する

ことが重要である。確認調査においても層別を重視し、

もし対象属性ごとに違う施策を設計した場合は、それ

ぞれ質問の内容を分けて確認調査を行う。 

 確認調査において、提案施策を支持するより、不支

持の割合が高い場合は、再度、施策設計を見直す。そ

れによって、より確実な実行施策となる。 

6.2 汎用的アプローチにおける留意点 

①丁寧な層別 

 図 15の汎用的アプローチのフローにも示したが、解

析と設計の一連の方法論では、丁寧に層別を行うこと

が重要である。解析の過程において、主成分分析やあ

てはめの要約を行った際に寄与率が上がらない場合は、

属性やクラスターで分類されるはずの層が複合的に混

じりあっている可能性が高い。その状況を確認するた

めには、JMP で関連項目の相関や主成分分析、因子分

析を行ってみるとよい。 

②質問紙実験（L12や L8）における量的水準の設定 

 質問紙実験では、検討案の特徴を示すものを因子、

因子の具体的内容や状態のことを水準と呼ぶ。水準は、

量的水準と質的水準があるが、柔軟に施策設計できる

ことを考慮し、できるだけ量的水準を用いるよう工夫

する。 

 量的水準を設定すれば、各因子の 2 水準の中央値を

入れたホールドアウトカードも活用できる。質問紙実

験はヒトを対象とするため、回答に矛盾が生じたもの

も分析に含めてしまう可能性がある。そこでホールド

アウトカードを 1 枚加え、回答を分析対象とするか否

かを統計的に確認する方法を用いれば、信頼性が低い

データを除外することができる。 

③確認調査の実施 

 解析と実験に基づき設計された提案が、現場で受け

入れられるかの判断を行うため、質問紙による確認調

査を実施する。確認調査の結果、提案が支持されなけ

れば、再度施策の見直しを行った上で、提案を実行に

移す。 

 

6.3 汎用的アプローチの活用ノウハウ 

①事前層別と事後層別 

 質問紙調査や質問紙実験を行う場合は、最初に層別

を意識して属性を把握するためのフェイスシート項目

を作成しておく必要がある。そこで事前に回答者の属

性を尋ねておけば、それに基づき結果を層別すること

ができる。これが事前層別である。 

 しかし、あらかじめ用意された属性を用いて検討し

てみても有効な層別ができない場合もあり得る。それ

は、どの層別を使っても回答の傾向に明らかな違いが
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見られない場合である。よって、事前にフェイスシー

ト項目で属性情報を取得しなかった、あるいは事前層

別で属性による傾向の差がみられなかった場合は、事

後に統計的手法であるクラスター分析を活用して調査

結果や実験結果のデータをクラスターに分けてみると

よい。 

 このように事後分類したクラスターを、パーティシ

ョン分析と固有技術を組み合わせて慎重に吟味し、そ

のクラスターを属性による分類で定義することで事後

層別が可能になる。すなわち、最初にクラスター分析

を行い、その後クラスターを基準変数とし、予測変数

に関して多種の属性を用いた多変量解析・データマイ

ニング手法で判別・分類させる。そしてこの統計的技

術と固有技術によって最終的に層を定義するという方

法が、有効な手法である。 

 もし、吟味の結果、クラスターに意味を見出した場

合は、その意味を属性として層別し、改めて解析を行

う。この段階では定義に従って層別するので、最初の

クラスターから別のクラスターにデータが移動するケ

ースもあり得る。したがって、データ移動後に改めて

層ごとに解析を行い、寄与率の変化を確認する必要が

ある。なお、属性として層別をやり直した場合には、

一部の回答者は当初のクラスターから移動するため、

寄与率は下がることが多い。 

②高度な設計（提案） 

 JMPのアドインソフトであるHOPEを用いて設計を

行う場合は、初めに、特定の層を 1 つ選びターゲット

として設計を行い、その後はシナリオに基づき頑健設

計を試みる。その過程において、統計的数値の変化を

確認しながら、関係者が集まる場で議論し、合意形成

を図った上で、納得する提案を行う。 

 このような合意形成のアプローチで重要なことは、

感覚的な判断にならないよう統計的な数値を議論に組

み込むことである。一方で、統計的数値だけで判断せ

ず、実態を踏まえて設計（提案）することも重要であ

る。質問紙実験の本質は、人間による評価という形を

とっているが実験そのものといえる。多くのヒトが回

答したデータは複数の層から構成されるため、層があ

るという状況は頑健設計そのものである。したがって、

質問紙実験においても HOPE理論が活用でき、そのこ

とにより実態の詳細な把握と高度な設計（提案）を行

うことができる。 

 

7．おわりに 

 本研究では、中小企業の離職者のキャリア自己概念

の認識がキャリア自律行動に与える影響を選抜型多群

主成分回帰分析により明らかにし、その結果に基づき、

離職リスクの回避を考慮したキャリア自律支援施策の

検討を行った。選抜型多群主成分回帰分析という方法

論を用い、A 社の離職者が行った 2 種類の質問紙調査

を分析した結果、離職者はキャリア自己概念の認識が

明確であるほど自律的に行動していることがわかり、

G グループの分析結果の考察から、従業員に職場内で

の難しい課題への挑戦機会を数多く与えることがキャ

リア自律行動を高めることに有効ではないかと推測さ

れた。その分析結果を用いて作成したGグループ：「純

粋挑戦」の合成ベクトルから、今後会社が実行計画を

立てる際に注目すべき施策が 3点、導き出された。 

 今回、別々の目的で取得した 2 種類の調査を集約し

て分析したことで、そこから人事施策の提案の方向性

を見出すことができた。さらに、この提案内容を確実

にするために 2 回の質問紙実験に基づく施策設計、最

後に提案施策の確認調査を行った。 

 多群よりなるデータの調査、解析における選抜型多

群主成分回帰分析の活用と質問紙実験に基づく施策設

計による確実な提案のアプローチは、本発表の適用事

例以外にも汎用的に用いることのできるものである。 

質問紙調査および質問紙実験の解析と設計に JMPを用

いることで、探索的・視覚的に新たな知見を見出すこ

とが身近なものになる。 
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