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小規模事業場におけるストレスチェックの解析と提案 
Analysis of stress check results in small-scale work places and proposals 

 

川﨑 昌i  高橋 武則ii 

Sho KAWASAKI Takenori TAKAHASHI 

 

【要旨】 

 平成 27 年 12 月から従業員数 50 人以上の事業場におけるストレスチェックの実施が義

務化され、50人未満の小規模事業場でのストレスチェック実施や職場ごとに集団的分析を

行うことは努力義務となった。事業場が実施するストレスチェックは、国の研究グループ

により開発された職業性ストレス簡易調査票の活用が推奨されており、この調査実施後は

無料の分析ツールを用い、労働者個人のストレス状態の評価、および事業場全体や部、課、

作業グループ等の集団のストレス状態を評価することができる。しかし、無料ツールの活

用のみでは組織改善のためのポイントを明らかにすることが困難である。 

 本発表では、職業性ストレス簡易調査票に 23 項目を追加して新たに開発された新職業

性ストレス簡易調査票（80項目）を用い、小規模事業場で実施したストレスチェック集団

分析事例を報告する。時間とコストを押さえるため、独自にオンラインでのストレスチェ

ック回答フォームを作成し、回収された従業員 35 名の回答データ解析には JMP を使用し

た。JMP を用いることで探索的・視覚的に新たな知見を導き出すことが可能となり、調査

対象事業場での職場改善対策ポイントが明らかになった。 

 

【Abstract】 

Since December 2015, workplaces with 50 or more employees have been required to perform stress 

checks and make an effort to conduct group analyses in the workplace. Small-scale workplaces 

with fewer than 50 employees have been required to make an effort to perform stress checks. It is 

recommended that workplaces perform stress checks with the Simplified Occupational Stress 

Check Form developed by the national research group. After this research, a free analytical tool can 

be used to evaluate the stress status of individual workers, the whole workplace, and by group such 

as division, department, and working group. However, it is difficult to identify the keys to 

organizational improvement by using only the free tool. 

In this presentation, we report an exemplary case of group analysis of the stress check 

performed in a small-scale workplace using the New Simplified Occupational Stress Check Form 

(80 items) that has been recently developed, adding 23 items to the Simplified Occupational Stress 

Check Form. To save time and cost, an original online Stress Check Response Form was prepared, 

and JMP was used in the analysis of the response data collected from 35 employees. We derived 

new knowledge by using JMP exploration and visualization, and were able to identify keys to 

workplace improvement in the workplaces researched. 
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1．はじめに 

 2015年 12月から従業員数 50人以上の事業場におけ

る年 1 回のストレスチェックの実施が義務化された。

このストレスチェック制度の主たる目的は、労働者の

メンタルヘルス不調を未然に防止すること（一次予防）

である。そのために、労働者のストレスの程度を把握

し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、

働きやすい職場づくりを進めることが重要となる。 

 常時 50 人未満の労働者を使用する小規模の事業場

については、当面の間、ストレスチェックの実施は努

力義務とされている。しかし、労働者のメンタルヘル

ス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが

望ましく、国では様々な支援を行っている。本研究で

は、小規模事業場におけるストレスチェックの実施お

よび解析手順や手法についてまとめ、職場改善の提案

につなげることのできる方法論を議論する。 

 

1.1 ストレスチェックの実施状況 

 2017年 7月に発表された厚生労働省労働衛生課調べ

のストレスチェック制度の実施状況によると、ストレ

スチェックの実施が義務づけられた事業場のうち、所

轄の労働基準監督署に実施報告書の提出があった事業

場は約 83％に上る。2015 年の総務省の統計確報では、

従業員規模が 50 名以上の事業所数は約 16 万社、その

規模の会社で働く従業員総数は約 2300 万人を超える

とされる。よって、少なくとも平成 28年にストレスチ

ェックを実施した事業所は 13万社を超え、そのうち集

団分析を行った事業場は約 8割であると推測できる。 

 図 1に、2016年にストレスチェックを実施した事業

場のうち、集団分析を行った事業場の割合をグラフ化 
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図 1 ストレスチェックを実施した事業場のうち 

集団分析を行った事業場の割合 

※厚生労働省衛生課調べ（2017年 7月）を基に筆者作成 

した。平均すると、計 78.3%の事業所において集団分

析まで実施済みとの結果であった。 

 図 2 に、ストレスチェックにおける集団分析の位置

づけを示す。ストレスチェックの集団分析とは、スト

レスチェックの個人結果を職場や部署単位で集計・分

析し、職場ごとのストレスの状況を把握することであ

る。集団分析結果を、業務内容や労働時間など他の情

報と併せて評価し、職場環境改善に取り組むことは事

業者の努力義務とされている（厚生労働省，2016）。 

 

1.2 ストレスチェックの集団分析無料ツール 

 ストレスチェックの集団分析に活用できるツールは、

国から無料配布されているものもある。図 3 の職業性

ストレス簡易調査票（この調査票については第 2 章で

詳述する）の仕事のストレス判定図もそのひとつであ

る。この判定図では、集団分析に用いられる概念項目

が仕事の量とコントロール、上司と同僚の支援状況の

みに限られているため、数多く存在する組織のストレ

ス要因の実態を把握し、職場環境改善につなげるには、

情報が不足しているといえる。 

 また、仕事のストレス判定図から得られた健康リス

クは、現在の職場の仕事のストレス要因が、どの程度

従業員の健康に影響を与える可能性があるかを判断す

る目安とされるものである。健康リスク値は 100 が基

準とされており、一例として健康リスク 120であれば、

従業員のストレス反応（ゆううつや不安）、医療費、疾

病休業が通常の 20％増しになると予想される。そのた

め、健康リスク値が高値であるほど、対象組織におい

て何らかのストレス問題がすでに発生していることが

多く、ストレス対策の必要性が高いと考えられる。 

 図 3の中の表において、尺度として示されている「量

的負荷」は 3つの質問項目の合計点（最大 12点）が得 

 

ストレスチェック（年1回の実施）

本人に結果通知

希望者の医師の面接指導実施

医師からの意見聴取と就業上の措置 職場の環境改善

集団分析

メンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）

個人の結果を一定規模の
まとまりごとに集計・分析

 

図 2 ストレスチェックにおける集団分析の位置づけ 
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図 3 職業性ストレス簡易調査票の仕事のストレス判定図（厚生労働省）の一例 

 

点となり、点数が高いほど高リスクである。また、「コ

ントロール」、「上司の支援」、「同僚の支援」の 3 概念

も、それぞれ 3 つの質問項目で構成されており、最大

得点は 12点である。しかし、これらの 3概念は点数が

低いほど高リスクとなる。 

 仕事のストレス判定図では、全国平均や役職・職種

の平均値と実施企業の傾向を比較することができる点

がメリットである。しかし、小規模事業所では、役職・

職種等の属性で分析対象者を層別すると、1 つの層が

少人数になり、個人の回答が特定されてしまう懸念が

生じる。「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制

度実施マニュアル」（平成 28 年 4 月改訂）では、集団

ごとの集計・分析の単位が 10人を下回る場合には個人

が特定されるおそれがあることから、原則として、集

計・分析の対象となる労働者全員の同意がない限り、

事業者が把握してはいけないとされている。よって、

小規模事業所におけるストレスチェックの集団分析に

おいては、この点も考慮しておく必要がある。 

 

1.3 ストレスチェック集団分析の先行研究 

 産業ストレス領域における先行研究では、ストレス

を測定する尺度の開発、業種や職種別のケーススタデ

ィ、ストレスコーピング（対処行動）やストレスが及

ぼす影響に関する研究が多く見られる。一方、ストレ

スチェックの方法論に関する研究には、2 時点の時系

列変化に着目したストレスチェック分析（川﨑・高橋・

鈴木，2015）、集団分析の統計学的留意点の報告（山下，

2017）、データのばらつきを考慮した職業性ストレスチ

ェックの集団分析（川﨑・高橋・鈴木，2017）等があ

る。しかし、集団分析手法に関する研究は総じて少な

く、今後さらなる研究の余地が残されている。 

 また、現在の集団分析の多くは、データの単純集計

やクロス集計、平均や分散を扱う記述統計に留まって

おり、職場ストレスの要因と結果（アウトカム）の因

果関係を確認するような推測統計を用いているものは

ほとんど見られない。これらのことから、事業場では

年 1 回のストレスチェック実施が義務化されたが、そ

の結果を職場改善につなげることのできる集団分析の

手法は十分に確立されていないといえる。 

 

1.4 本研究の目的と意義 

 本研究では、将来的に義務化が予想される小規模事

業場でのストレスチェックの実施および職場改善に役

立てられる集団分析手法について検討を行う。本研究

の目的は、以下の 3 点である。①小規模事業場だから

こそ可能になる、低コスト高品質のストレスチェック
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データの取得方法に関する検討、②ストレス要因と結

果（アウトカム）の因果関係を明らかにするための選

抜型多群主成分回帰分析を用いた解析方法の検討、③

小規模事業場A社における職場環境改善のための具体

的な提案施策の検討である。 

 職場のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防の

取り組みにおいて、高ストレス者を産業医につなぐ取

り組みだけでは片手落ちである。現在は努力義務とさ

れているストレスチェックの集団分析の一助となる実

施手順や因果関係を踏まえた解析手法を検討のうえ提

示し、労働者のメンタルヘルス向上、さらに職場の生

産性向上に寄与することが本研究の意義である。 

 

2．職業性ストレス簡易調査票 

2.1 質問項目と尺度 

 厚生労働省は労働者のストレス度合いをチェックす

るためのアセスメントツールとして、平成 7～11 年度

労働省委託研究により開発された職業性ストレス簡易

調査票（以下、簡易調査票）の活用を推奨している。

簡易調査票は、仕事のストレス要因を把握するための

17 項目、ストレス反応を確認するための 29 項目、ソ

ーシャルサポートの状態を確認する 9 項目、仕事およ

び生活の満足度の各 1 項目の計 57 項目で構成される

（下光ら，2005）。この 57 項目に質問項目を追加する

形で、近年の重要な職業性ストレス要因として着目さ

れている報酬やハラスメント等の評価項目を含めた 80

項目の新職業性ストレス簡易調査票（以下、新調査票）

も開発された（下光，2009）。簡易調査票と新調査票の

項目分類と質問項目数を整理し、表 1 に示す。これら

の調査票の回答項目はいずれも、4件法（例：1＝そう

だ、2＝まあそうだ、3＝やや違う、4＝違う）で回答を

求めるものである。 

 

2.2 調査票の利用方法と留意点 

 ストレスチェック調査票は、チェックの対象とする

労働者自身に回答してもらうことを前提としている。

調査票には、質問紙を配布し記入してもらう方法と、

社内のイントラネットやオンライン調査を活用して回

答してもらう方法がある。それぞれの留意点を以下に

示す。 

 質問紙調査票を用いる場合、配布は誰が行ってもよ

いが、回収の際は、記入の終わった調査票が周囲の者

の目に触れないよう、封筒に入れて厳封してもらうな

どの配慮が必要である。インターネットまたは社内の

イントラネットなど ICT を利用してストレスチェック

を実施する場合は、個人情報の保護や改ざんの防止（セ

キュリティの確保）のための仕組みが整っていること、

また、回答データおよび結果が適切に保存されること、

さらに、ストレスチェック結果は本人以外の閲覧が制

限されること等が重要である。 

 もし、実施者が独自の質問項目を設定する場合は、

ストレスチェックの目的から外れるものを含めないよ

うに留意して、項目を選定する必要があるとされる（労

働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニ

ュアル，2016）。たとえば、うつ病のスクリーニングを

行う検査、性格検査や適性検査は不適当な項目となる。

また、同マニュアルにおいて、希死念慮や自殺行為に

関する質問項目は、もしそのことを把握した場合、後 

 

表 1 簡易調査票と新調査票の項目分類と項目数 

大分類 中分類 項目分類
57項目の
項目数

80項目の
項目数

仕事の量的負担 3 3

仕事の質的負担 3 3

身体的負担 1 1

情緒的負担 1

職場環境 1 1

職場での対人関係 3 3

役割葛藤 1

ワーク・セルフ・バランス
（ネガティブ）

1

仕事のコントロール 3 3

仕事の意義 1 1

役割明確さ 1

技能活用 1 1

仕事の適性 1 1

成長の機会 1

上司の支援 3 3

同僚の支援 3 3

経済・地位報酬 1

尊重報酬 1

安定報酬 1

上司のリーダーシップ 1

上司の公正な態度 1

ほめてもらえる職場 1

失敗を認める職場 1

経営層との信頼関係 1

変化への対応 1

個人の尊重 1

キャリア形成 1

公正な人事制度 1

多様な労働者への対応 1

ワーク・セルフ・バランス
（ポジティブ）

1

個人レベル ソーシャルサポート 3 3

活気 3 3

イライラ感 3 3

疲労感 3 3

不安感 3 3

抑うつ感 6 6

身体愁訴 11 11

ワーク・エンゲイジメント 2

満足度 2 2

職場の一体感 1

職場のハラスメント 1

アウトカム

心身の健康

-

仕事の負担 -

仕事の資源

作業レベル

部署レベル

事業所レベル
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の対応が早急に必要になることから、企業における対

応の体制が不十分な場合には検査項目として含めるべ

きではないと示されている。本研究ではこれらの点に

留意し、簡易調査票 57項目のすべての質問項目を含む

新調査票 80項目を用い、データの取得と解析を行う。 

 

3．調査 

 本研究におけるストレスチェックの集団分析の検討

に用いるデータは、平成 29 年 5 月に小規模事業場 A

社で取得したものである。A 社の従業員に対し、新調

査票 80項目（4件法選択式）と自由記述 2項目の回答

をオンライン調査の形式で求め、35名（回収率 95％）

から回答を得た。回答者のほとんどが、所属する事業

場での組織調査やストレスチェックにはじめて回答す

る者であった。 

 

3.1 ストレスチェックデータの取得方法と留意点 

 大企業におけるストレスチェックの実施は、外部の

専門機関に委託し、WEBシステムを活用したオンライ

ンでのデータ取得が主流となっている。しかし、たと

えば、工場勤務者や医療・介護従事者がストレスチェ

ックを行なう場合は、質問紙の方が便利である。その

場合、質問紙調査票を用いてマークシートやOCRで読

み取りが可能な回答形式が用いられている。古くから

ある調査手法では、質問紙に並んでいる質問項目の選

択肢番号を直接〇で囲み、回答してもらう。この場合、

調査票の回収後にデータ入力と集計作業が必要になる

ため、その作業分のコストが割高になることもある。 

 また、WEBシステムで回答すると、個人結果（回答

者のストレス状態）はその場で確認することができる

が、質問紙による実施では、個人結果を把握するまで

にタイムラグが生じることになる。これらのどの手法

を用いるとしても、数十から数万単位で守秘性の高い

データを管理することになるため、実施企業ですべて

を内省化してストレスチェックを行なう企業は少ない。 

 外部の専門機関に委託するメリットとしては、①社

外の実施者が回答データを管理することになるため、

回答者にとって社内の身近な人に回答が漏れる心配が

ほとんどないという安心感が得られやすいこと、②実

施時の管理（開始のアナウンス、回答率把握、高スト

レス者へのアプローチ、集団分析、データ保管）がパ

ッケージ化されているため、運用の負荷が少ないこと

等が考えられる。 

 一方で、外部委託のデメリットとして、質問項目や

属性項目、集団分析手法は決められたパターンが用い

られることがほとんどであり、実施における自由度が

低いことが挙げられる。たとえば、オプション項目の

追加や独自の視点で分析を行いたい場合は、相談の上、

可否を判断することになる。こうした際、外部機関が

独自に開発したストレスチェック専用のシステムでは

対応できないこともあり、また対応が可能であったと

しても別費用が発生することが多い。また、多くの場

合、回答データそのものは依頼先企業に提供されない

ため、独自に解析を行うことができない。 

 小規模事業場でストレスチェックを実施する場合は、

回答者となる母集団が少ないため、一律に属性や量的

データを取得するだけでは、集団の特徴を見出すこと

が困難になる。そのため、できるだけ自由度の高い方

法でデータを取得することが望ましい。ただし、その

場合は、データの管理や高ストレス者へのフォローを

どうするか等、公的サービスの利用も含め、事前に十

分検討しておく必要がある。 

 

3.2 オンライン調査の活用 

 本研究では、実施企業A社の役員との打ち合わせを

経て、費用を抑え、かつ自由度の高いデータ取得のた

め、Googleフォームを利用したストレスチェックを行

なった。オンライン調査票の形式にすることで、実施

期間中（1 週間設定）のうち、従業員は仕事の合間の

自分の都合のよい時間に回答できることになり、利便

性を高めることができる（川﨑・高橋，2017）。また、

自由記述の記載においても、自分の筆跡を気にするこ

となく、忌憚のない意見の収集が可能になる。 

 厚生労働省が推奨している簡易調査票や新調査票は、

通常、4 件法で回答を求めるが、本研究ではデータの

ばらつきを考慮し、上司の支援（3項目）、同僚の支援

（3 項目）、ソーシャルサポート（3 項目）の計 9 項目

のみ、従来の簡易調査票と同様の 4 件法を用い、その

他の 71 項目は 6 件法（例：１＝とてもそうだ、2＝そ

うだ、3＝まあそうだ、4＝やや違う、5＝違う、6＝ま

ったく違う）で回答を求めた。質問項目や選択肢が多

いほど、質問紙調査票では欠損値が多くなる傾向にあ

るが、オンライン調査では必須回答の指定ができるた

め、データの抜け漏れがなくなる点も利点といえる。

本研究で活用したGoogleフォームでの調査票設計の一

例を図 4に示す。 
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図 4 Googleフォームを活用したデータ取得例 

 

 

図 5 Googleスプレッドシートの Excelデータシートに保存されたデータの一例 

 

 

  

図 6 Googleフォームにおける回答の単純集計円グラフ機能の一例 



Discovery Summit Japan 2017 

7 

 完成したフォーム（ストレスチェック調査票）への

リンク先アドレスを社内メールで周知すれば、その後、

従業員はいつでもそこにアクセスし、回答が可能にな

る。回答されたデータは、自動的にオンライン上の

Google スプレッドシートの Excel データシートに保存

される（図 5）。また、随時、図 6のような回答の単純

集計円グラフが示される機能もあるため、途中の状況

把握に活用できる。しかし、実施期間が終わり、定量

的な解析を行うには、テキストで保存されている選択

肢テキストを、数値のコードに置き換える必要がある。 

 

4．解析 

 本研究の解析には、統計ソフトウェア JMP® 12 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA) を用いる。 

 調査期間終了後は、回答データに不誠実な回答が含

まれていないかどうかを確認するため、1 人 1 人の回

答の平均と標準偏差をチェックした。その結果、すべ

て同じ選択肢を選ぶ等の極端な回答はみられなかった

ため、35名分の回答データをすべて集団分析に用いる

ことにした。次に、6 件法で取得した各質問項目の平

均と標準偏差を確認した。こちらも適度にばらつきが

あるデータが取得できており、回答に偏りがある項目

はごく一部（ハラスメントの確認項目等）であった。 

 

4.1 選抜型多群主成分回帰 

4.1.1 選抜型多群主成分回帰分析の特徴 

 80 項目の新調査票で実施したストレスチェックは、

多群質問紙調査と呼べるものである。多群質問紙調査

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を用いて実施する調査のことで

ある。質問項目同士の相関の高さは、線形回帰モデル

において解析を行う場合に多重共線性が問題（Yoo、

2014）となりやすい。そのため、その問題を回避する

解析手法を用いる必要がある。 

 また、企業が実施主体となって行う調査であれば、

その結果が実務に役立つことが望ましい。実務に有効

な調査とは、ビジネスの機会を逸しないタイミングで

信頼できるデータが取得でき、かつ、データ解析後は

その結果に基づき具体的な施策を導き出せるものであ

る。さらに、調査データの定量的な解析結果が視覚的

にもわかりやく示されれば、経営の意思決定の客観的

な判断材料となり得る。 

 本研究では、多重共線性の問題を回避し、視認性の

高い、提案型の分析手法である選抜型多群主成分回帰

（Kawasaki, Takahashi, Suzuki, 2014）を解析に用いる。

この手法は、基本的な多変量解析の組み合わせで実行

でき、その一連の流れに沿って解析を行えば、解析結

果に基づく提案を導出することができるものである。 

 

4.1.2 選抜型多群主成分回帰分析の分析モデル 

 選抜型多群主成分回帰分析モデルを図 7 に示す。選

抜型多群主成分回帰分析の手順は以下の通りである。 

1 目的変数Yを設定するため、目的変数候補の質問

項目の主成分分析を行う。 

2 目的変数Yと説明変数Xの相関を確認し、相関の

低い質問項目を本分析から除外し、相関の高い質

問項目を選抜する。 

このときの選抜基準に絶対的なものはない。 

 

XA1

XA2

XA3

XB1

XB2

XB3

XC1

XC2

ZY1

Y1

Y2

eY1

em 誤差

G1

G2

G3

…

G4

ZA1

ZA2

ZB1

ZB2

ZC1

目的変数

Xjk 説明変数

主成分ZYi

選抜された説明変数

 

図 7 選抜型多群主成分回帰の分析モデル 
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3 選抜された質問項目の主成分分析を各群で行い、

後の解析に用いる主成分を保存する。 

4 保存された主成分を用いて主成分回帰分析を行う。 

5 選抜型多群主成分回帰分析の結果、選択された主

成分同士のVIFを確認する。 

 また、本調査に用いる調査票の概念構造を図 8 に示

す。解析には、職場環境のアセスメント（仕事の負担、 

仕事の資源）の項目を説明変数、アウトカム（評価・

期待される成果）の項目から明らかにしたい概念項目

を選択肢、目的変数に設定する。 

 

4.1.3 目的変数の設定 

 はじめに、目的変数を設定するため、目的変数候補

となる質問項目の主成分分析を行う。本研究では、実

施企業A社の役員からの要望により、従業員の前向き

なエネルギー度合いを確認できる 3項目を選択した。 

 項目 18：活気がわいてくる 

 項目 19：元気がいっぱいだ 

 項目 20：生き生きする 

 これらの相関分析結果を図 9 に示す。それぞれの項

目は高い相関をもつことが確認できた。次に、これら

3 項目の主成分分析を行う。相関係数行列からの主成

分分析結果を図 10 に示す。成分 1（第一主成分）で

90.5％を説明しており、固有値が 1.0を超えている主成

分も第一主成分のみであった。よって、3 項目の合成

変数である第一主成分をZY1として目的変数に設定し、

以降の解析を行う。また、このときの第一主成分は心

的エネルギーの低い⇔高いであると軸の解釈を行った。 

 

4.1.4 説明変数候補の選抜 

 次に、目的変数として設定した ZY1と説明変数候補

となる 45項目の相関を確認する。相関分析の結果を参

考に、相関係数がある基準以上の質問項目を選抜する。

このときの選抜基準に絶対的なものはない。本研究で

は、一定の相関係数以上の質問項目を用いて、モデル

のあてはめの標準最小 2 乗法を実行した結果の寄与率

を確認し、グラフ化した。その上でスクリープロット

による変化を基に選抜を行った。 

 X 軸に相関係数、Y 軸に寄与率の変化を取り、作成

した折れ線グラフが図 11である。このときのスクリー

プロットの変化を確認すると、相関 0.13と 0.14の間の

寄与率に大きな変化があることがわかる。よって、本

研究では寄与率が急激に下がる前の相関 0.13以上を選

抜基準とした。このとき相関 0.13 以上の質問項目は、

45項目中 28項目であった。28項目中 5項目は、個人

レベルのソーシャルサポートやワーク・セルフ・バラ

ンス等の職場における心的エネルギーとの関係をみる

には適当ではないと判断し、以降の分析には用いない

ことにした。よって、この 5項目を除く 23項目の群編

成を確認し（表 2）、群ごとに主成分分析を行う。 

 

仕
事
の
資
源

仕
事
の
負
担

2

量的負担/質的負担
身体的負担
情緒的負担
職場環境
対人関係
役割葛藤
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）

作業レベル

仕事のコントロール
仕事の意義
役割明確さ
技能活用/仕事の適性/成長の機会

部署レベル

上司の支援/同僚の支援
報酬（経済・地位/尊重/安定）
上司のリーダーシップ
上司の公正な態度
ほめてもらえる職場
失敗を認める職場

事業場レベル

経営層との信頼関係
変化への対応
個人の尊重/キャリア形成
公正な人事評価
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）

職場環境のアセスメント

健康障害/
健康増進プロセス

個人と組織の
活性化プロセス

ハラスメント防止

心身の健康

ワーク・エン
ゲイジメント
/満足度

職場の一体感

ハラスメントの
ない職場

社
会
へ
の
貢
献
：
生
産
性
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
：
従
業
員
の
満
足
・
幸
福

アウトカム：評価・期待される成果

個人レベル ソーシャルサポート

 

図 8 本調査（新職業性ストレスチェック調査票）の概念構造



Discovery Summit Japan 2017 

9 

 

図 9 目的変数候補の 3項目の相関分析結果 

 

 

図 10 目的変数候補の 3項目の主成分分析結果 

 

4.1.5 群ごとの主成分分析 

 表 2のA群から F群まで、それぞれの群ごとに主成

分分析を行った。その結果、抽出された主成分は、原

則として第一主成分と第二主成分を保存した。もし、

第三主成分以降に固有値が 1.0 を超える主成分があれ

ば、その主成分まで保存し解析に用いると良い。しか 

97.5
91.4

86.8
81.3

53.1
49.5

37.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20

相関係数

寄
与
率

 

図 11 相関係数と寄与率の関係 

 

表 2 選抜した項目一覧 

群

R 1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない

R 7. からだを大変よく使う仕事だ

R 58. 感情面で負担になる仕事だ

R 11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない

16. 仕事の内容は自分にあっている

17. 働きがいのある仕事だ

8. 自分のペースで仕事ができる

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることがで

きる
10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる

47. 次の人たちはどのくらい気軽に話ができます

か？－上司
50. あなたが困った時、次の人たちはどのくらい

頼りになりますか？－上司
53. あなたの個人的な問題を相談したら、次の人

たちはどのくらいきいてくれますか？－上司
66. 上司は誠実な態度で対応してくれる

48. 次の人たちはどのくらい気軽に話ができます

か？－職場の同僚
51. あなたが困った時、次の人たちはどのくらい

頼りになりますか？－職場の同僚
54. あなたの個人的な問題を相談したら、次の人

たちはどのくらいきいてくれますか？－職場の
同僚
71. 一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場

だ
73. 職場では、（正規、非正規、アルバイトな

ど）いろいろな立場の人が職場の一員として尊
重されている

役割葛藤 R
59. 複数の人からお互いに矛盾したことを要求さ

れる
役割明確さ 60. 自分の職務や責任が何であるか分かっている

成長の機会 61. 仕事で自分の長所をのばす機会がある

経済・地位
報酬

62. 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっ

ている

安定報酬 R 64. 職を失う恐れがある

F

職場におけ
る尊重

質問項目

A

仕事の負担

B

仕事の適性

C

仕事のコン
トロール

D

上司の支援

E

同僚の支援

 

※ Rは反転項目 

 

し、本事例では、第三主成分以降に該当する主成分は

無かった。次に、群を成さず 1 項目のみの項目を基準

化（平均を 0、分散を 1 に変換）し、以降の解析で相

関係数行列からの主成分と同等に用いる準備を行った。 
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4.1.6 選抜型多群主成分回帰分析結果 

 前項で保存した主成分、基準化した項目を用い、選

抜型多群主成分回帰分析を行った結果を表 3 に示す。

このときの自由度調整 R2 乗は 0.35 であり、モデルの

当てはまりはあまり良くなかった。VIF には問題がな

く、選択された主成分同士はほぼ独立の関係にあった。 

 また、目的変数として設定した心的エネルギーの高

さに影響を及ぼす主成分は、A 群の第一主成分、B 群

の第一主成分と第二主成分、C 群の第一主成分である

ことが明らかになった。標準β（偏回帰係数）を確認

すると、特に B群（第一主成分および第二主成分）と

A 群（第一主成分）の影響が強いことが確認できる。

次節で、これらの結果に基づく考察を行う。 

 

表 3 選抜型多群主成分回帰分析結果 

 

 

仕事の負担度合い←低い 高い→

負
担
の
タ
イ
プ

←

精
神
面

身
体
面→

 

図 12 A群の因子負荷量図 

4.2 選抜型多群主成分分析結果に基づく考察 

 選抜型多群主成分分析の結果に基づき、ベクトルを

用いた考察を行う。A 群の因子負荷量図において、第

一主成分のベクトルを作図（図 12）すると、仕事の負

担度合いの中でも一番影響のある質問項目は、非常に

たくさんの仕事をしなければならない（R の付く逆転

項目）という仕事量に関する項目であることが確認で

きた。 

 次に、B 群の因子負荷量図上には、B 群の第一主成

分と第二主成分の推定値の値を用いて合成ベクトルを

作図した（図 13）。この合成ベクトルに射影した線の

絶対値がもっとも大きいところにある質問項目が、目

的変数に影響の強い項目である。ここでは、従業員の

働きがいがもっとも重要であることが明らかになった。 

 推定値の符号（ベクトルの向き）はいずれも正であ

るため、仕事量の負荷を軽減すること、および働きが

いを高める施策によって、従業員の活気といえる、心

的エネルギーを高めることができると考えられる。解

析結果が示すこの指針を参考に、具体的な提案施策を

検討する。 

 具体的な提案施策は、より職場の実態に即したもの

が望ましい。A社ではオンライン調査における自由回

答および従業員全員のヒアリングの結果の質的分析と、

この選抜型多群主成分回帰分析のベクトルによる考察

の結果を踏まえて提案を導き出す。A社の質的情報も

踏まえた提案事例は次章にまとめる。 

 

仕事のはまり度←低い 高い→

動
機
タ
イ
プ

←

内
発
的

外
発
的→

0.38

0.58

 

図 13 B群の因子負荷量図 
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5．提案 

5.1 A 社における質的情報 

 A 社のオンライン調査において得られた職場のスト

レスに関する自由回答およびヒアリングにおける従業

員の主訴を以下のように整理した。 

 オンライン調査では、「あなた自身はそれほどストレ

スと感じていないようなことでも、職場の比較的多く

の人がストレスと感じているのではないかと気になっ

ていることがあれば、ご自由にお書きください」と質

問している。ヒアリングにおいては、その回答を深掘

りする質問（なぜ、そう思うのか、あなた自身はどう

感じているか、改善策は考えられるか等）を行った。 

 

【労働時間の長さ】 

 繁忙期の長時間労働（複数） 

 家族からのプレッシャー 

【始業・終業】 

 朝の通勤ストレス（複数） 

 NO残業デーの復活希望（複数） 

【キャリア】 

 自己のキャリア形成（複数） 

 自己キャリアの迷い 

【職場環境】 

 ワークスペース・休憩スペース・空調 

 社内情報アクセス・インフラ整備 

【評価】 

 営業：数字評価・手当 

 編集：質（企画力）評価 

【報酬】 

 経済的報酬の低さ：アルバイト 

【会議の在り方】 

 長さ、まとまり 

 定時外会議の設定配慮 

【その他】 

 コミュニケーション：伝達の難しさ 

 役割曖昧、業務分担の不公平感 

 社内モラル 

 

 質的情報を整理すると、労働時間の長さや自己のキ

ャリア形成に関することなど、複数の従業員が挙げて

いた質的情報と前章の量的解析結果の重なりが多くみ

られた。よって、これらのことを踏まえて、A 社にお

ける提案施策を検討した。 

5.2 A 社における社内施策の提案 

 A 社において行った提案施策は 2 点である。1 つが

NO残業デーの設定（復活）、もう 1つがキャリア形成

のための研修である。 

 NO 残業デーは、A 社で以前、月に 2 回設定されて

いたが、今期から廃止された状況にあったため、多く

の従業員がその復活を希望していることが調査で明ら

かになった。しかし同時に、慢性的な長時間労働に慣

れてしまい、定時で帰宅できる状況にあるときもそう

行動できていない従業員が比較的多くいることも確認

できた。よって、主体的な働き方改革を行うために、

NO 残業デーの計画は従業員主体で行い、毎月の会議

で日程設定と取得実績の振り返りを継続的に実施する

こととした。 

 また、スキルを身につけたい、今の仕事をもっとで

きるようになりたいと考えている従業員は若手を中心

に多く存在していた。一方で、自己のキャリアに迷い

がある従業員も中高年層に数名みられた。小規模事業

所においては、従業員のキャリア形成、キャリア・デ

ザインの研修を体系的に行っているところは少ないが、

A 社では交代で外部研修に参加している実績があった。

よって、その外部研修の参加状況を整理するとともに、

内部で実施できる可能性のあるキャリア研修プランの

提案を行った。 

 これらの事例の実施効果の検証については、今後の

個人のおよび組織の変化を見極めつつ、どこかの時点

であらためて組織調査を実施することが望ましい。可

能であれば、従業員の主観的な回答だけでなく、評価

や報酬の実データとの人事定量分析を計画する。 

 

6．おわりに 

 本研究では、将来的に義務化が予想される小規模事

業場でのストレスチェックの実施および職場改善に役

立てられる集団分析手法について、以下の 3 点の検討

を行った。①小規模事業場だからこそ可能になる、低

コスト高品質のストレスチェックデータ取得のため、

Google フォームを活用してオンライン調査を実施し

た。新職業性ストレス簡易調査票（80 項目）を用い、

6 件法の尺度で調査した結果、欠損値のない、ばらつ

きのある回答データおよび質的情報の取得が可能にな

った。②ストレス要因と結果（アウトカム）の因果関

係を明らかにするため、選抜型多群主成分回帰分析を

事例に適用した。その結果、従業員の心的エネルギー
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を高めるには、仕事量の軽減と働きがいの向上が重要

であることが明らかになった。③量的な解析結果と質

的情報を合せて、小規模事業場A社における職場環境

改善のための具体的な提案施策を検討し、2 つの施策

を提案した。 

 今後の課題は以下の 3 点である。1 点目は、質的情

報のコーディングを行った上での定量的な解析である。

2 点目は、業種や職種等の属性における職業性ストレ

スモデルの構築とその検証である。3 点目は、評価や

報酬等の従業員の実データを用いた人事定量分析を行

うことである。 
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