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オンライン調査におけるパーティション分析と選抜型多群主成分回帰分析の活用 

Using Partition Analysis and Selective Multi-Group Principal Component Analysis in Online Survey 
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Sho KAWASAKI Takenori TAKAHASHI 

 

【要約】 

 近年、簡便なアンケート作成ツールを活用したオンライン調査が盛んである。これらのツールは、直感

的な操作で調査票の作成が可能であり、回答データからリアルタイムに単純集計グラフが表示される便利

な機能も備えている。しかし、調査結果をもとに、提案や改善等の何らかの計画を立てるには、より丁寧

な解析を行うことが望ましい。 

 本発表では、JMP 12 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) を使用し、調査データから意味のある層別

を見出すパーティション分析、および基本的な多変量解析を組み合わせることで提案の方向性を導出でき

る選抜型多群主成分回帰分析の解析例を紹介する。意味のある層別によりモデルの寄与率が向上し、ビジ

ュアライズ機能に優れた JMPを用いることで、提案の方向性を視覚的に確認できる。 

 また、より具体的な計画とするために、前述の解析結果に基づき質問紙実験を実施する。質問紙実験の

解析では満足度関数を用いることで、満足度を最大化する施策の吟味が可能になる。なお、発表時はスマ

ートフォンの満足度調査の事例をこの一連の方法論に適用し、実際に JMPを操作しながら解説する。 

キーワード：データ探索、データアクセスと操作、多変量解析 

 

【Abstract】 

In recent years, online surveys utilizing simple questionnaire creation tools have become widespread. 

Such tools enable creation of surveys through intuitive operations and feature a convenient function 

to enable real-time display of simple summary graphs from the response data. However, to establish 

a plan for proposals and improvements, for example, based on the survey results, more careful 

analysis should be implemented. This presentation uses JMP 12 to introduce examples of the 

partition analysis that finds significant stratified data from the survey data, and the selective-type 

multi-group main component regression analysis that derives the directionality of the proposal by 

combining basic multivariable analyses. According to the improved contributing rate of models due to 

significant stratified data and the use of JMP which features an excellent visualization function to 

see the directionality of proposals. In addition, to make the plan more specific, questionnaire 

experiments will be implemented based on the analysis results. For the analysis of the questionnaire 

experiments, close studies of measures for maximizing the degree of satisfaction can be done by using 

the satisfaction function. Note that, during the presentation, explanations will be made by applying 

examples of satisfaction surveys concerning smartphones to a series of the methodologies, while 

manipulating JMP. 
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1．はじめに 

 近年、インターネットを活用したオンライン

調査1が盛んに行われている。学術研究で実施す

る調査は、多くの場合、先行研究を行った上で

調査計画を立て、概念群ごとに調査項目を用意

する。しかし、企業で行うアンケート調査では、

概念群を十分に検討できないまま把握したい事

項を質問項目としてたくさん並べてしまうこと

がある。そのため、１ページの文字数制限が無

いに等しいオンライン調査の場合は特に、質問

項目数が多くなりやすい。 

 こうした企業で実施するアンケート調査の場

合、集計や分析には記述統計が用いられること

が一般的である。調査結果のエビデンスに基づ

く意思決定は、経営において広く活用すること

ができるが、記述統計のみでは傾向の把握に留

まり、具体的な施策の設計には至らない。極力、

調査結果に基づき、施策の提案までを導き出せ

ることが望ましい。 

 そのために活用できるのが実験である。アン

ケート調査で終わることなく、そこで得られた

情報を基に実験を計画し、実施することで、解

析結果に基づく具体的な施策設計を行うことが

可能になる。この一連の流れを図 1に示す。こ

のとき、調査、実験、施策設計のいずれの段階

においても層別を考慮することが重要である。 

 本発表では、オンラインによる調査と質問紙

実験で得られたデータから次の施策提案につな

がる一連の方法論について報告する。ここでの 

 

 

図 1 調査と実験に基づく施策設計の流れ 

層別や調査・実験の解析には、JMP 12 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA) を使用する。意

味のある層を見出すためのパーティション分析、

基本的な多変量解析を組み合わせることで提案

の方向性を導出できる選抜型多群主成分回帰分

析、さらに質問紙実験から満足度関数を用いて

施策を設計する手順を、事例を交えて紹介する。 

 

2．調査 

2.1 オンライン調査票の作成 

 オンラインによるアンケート調査用の WEB

ページは、無料の制作ツールを利用して、誰も

が簡単に作成可能な時代となった2。これらのツ

ールは、直感的な操作で調査票を作成すること

ができ、回答データからリアルタイムに単純集

計グラフが表示される便利な機能も備えている。

また、大手インターネットリサーチ会社が提供

している簡易アンケート調査システム3には、無

料から段階的にサービスを付加した有料プラン

が用意されており、安価に一般のモニターから

回答を得られるしくみを利用することもできる。 

 オンライン調査を計画する場合は特に、質問

項目数が多くなりやすい点に注意が必要である。

しかし、一度の調査で取得したい情報の取りこ

ぼしが無いようにすることも大事である。質問

項目数が多くなってしまう場合に重要なことは、

質問項目群の構成である。事前準備で適切な概

念群による質問項目構成を検討できれば、同群

内は相関が高く、他群間は相関の低い調査票を

設計することが可能になる。 

 図 2にスマートフォンの満足度調査の群構成

とパス図の例を示す。この図では、群同士の間

に関係線が引かれていない。つまり同一群の中

の項目間には相関があるが、異なる群の項目間

の相関は小さく、それを無視できるという状況

を意味している。しかし、時には群の間に関係

線を引かざるを得ない場合もある。そのような

場合には、群を再構成して群同士の間に関係線

がない状態にするか、あるいは SEM（構造方

程式モデリング）を用いた分析を行う。できれ 

調査実施→解析→提案の方向性
（選抜型多群主成分回帰分析）

質問紙・オンライン

調査

提案の方向性に基づく
実験計画→解析→具体的な結論

質問紙・オンライン

実験

統計的アプローチに基づく施策提案施策設計

層
別
の
考
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図 2 スマートフォンの満足度調査の群構成とパス図の例 

 

ば前者の群の再構成が望ましい。後者の SEM

を用いた場合には対策（施策）を考えることが

難しくなる。 

 

表 1 スマートフォンの満足度調査項目 

 

 また、図 2からイメージできるように、A群

は 9項目、B群は 6項目、C群は 7項目、Y群 

は 3項目で構成された調査票となる（表 1）。こ

のとき同じ概念群に含まれる項目の相関は高く、

他群の項目とは相関は低くなりそうかを確認す

る。可能であれば、この時点で予備調査を実施

し、回答しにくい項目はないか、他の概念群に

含める方が良い項目ではないか等をチェックし、

調査票全体を見直すとよい。 

 

2.2 層別 

 調査や実験では、属性（フェイスシート）項

目を用意し、回答者の個人情報も同時に取得さ

れる。人や組織を対象とした調査や実験におけ

る属性情報の取得と、それによる層別は重要な

意味を持つ。なぜなら、人間は一人ひとり、価

値観、意思、思想、信条などが違うため、個別

性が高く、分析を行う場合も回答者の傾向がす

べて同じということはないからである。回答者

には似た属性による層が形成されていると考え

る方が自然である。 

 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

等の典型的なデモグラフィック属性を用いるこ

とが多かった。しかし近年は、属性自体が多種

多様になっているため、サイコグラフィック属

C群
価格

・サービス

A群
基本サービス

YQ1

YQ2

YQ3

AQ1 AQ2

BQ2

BQ3

BQ4

BQ5

BQ1

BQ6

B群
デザイン
・操作性

Y群
総合満足度

AQ3 AQ4 AQ5

AQ6 AQ7 AQ8 AQ9

CQ1 CQ2 CQ3 CQ4

CQ5 CQ6 CQ7

AQ1 全体サイズ（幅×高さ×厚さ）

AQ2 画面サイズ（大きさ）

AQ3 重さ

AQ4 バッテリーの持ち時間

AQ5 フル充電までに必要な時間

AQ6 本体フォルダ容量

AQ7 データ通信速度

AQ8 ディスプレイの解像度

AQ9 カメラの画素数

BQ1 デザイン

BQ2 色

BQ3 新奇性（新しさ・珍しさ）

BQ4 操作性（使いやすさ）

BQ5 機能のわかりやすさ

BQ6 対応アプリの多さ

CQ1 経済性（安さ）

CQ2 キャンペーン（お得さ）

CQ3 契約プランのわかりやすさ

CQ4 安心・補償サービス

CQ5 お客さまサポート（各種手続等）

CQ6 販売店の接客対応

CQ7 販売員の説明のわかりやすさ

YQ1 他者への推奨

YQ2 継続利用意向

YQ3 使用感

C群：価格・サービス

Y群：総合満足度

A群：基本スペック

B群：デザイン・機能性
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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

の把握が不可欠である（Kawasaki, Takahashi, 

Suzuki，2015）。例として、表 2にスマートフ

ォンの満足度調査の属性項目を示す。 

 こうした多くの属性項目から階層構造を見出

すためには、クラスター分析や決定木分析など

の統計的手法の活用が効果的である。しかし、

統計分類を用いるだけでは調査対象者の回答の

類似性による分類に留まる。そのため、統計分

類に基本属性、また専門的な知識・経験を照ら

し合わせた検討を行い、解釈が可能な意味のあ

る層別を見出すことが好ましい。 

 

3．分析 

3.1 パーティション分析 

3.1.1 対話的パーティショニング 

 本研究では、意味のある層別を見出すため、 

 

表 2 スマートフォンの満足度調査の属性項目 

 

JMP によるパーティションを活用する。JMP

のメニューバーから【分析→予測モデル→パー

ティション】を起動すると、対話的パーティシ

ョニングの画面が開く（図 3）。この機能を用い

ることで決定木分析（decision tree analysis）

を実行できる。決定木分析とは、観察対象デー

タの集団を、従属（目的）変数に対しもっとも

効率よく分類できる独立（説明）変数、すなわ

ち原因によって次々と分割し、木の枝のように

分岐・整理していく分析手法である（阿部・外

山・斎藤，2014）。 

 JMP の対話的パーティショニングでは、Y，

目的変数の値をもっともよく予測できるような

X，説明変数の値のグループを見つけるために、

考えられる限りの分岐とグループ化が実行され

る。本研究では、この Y，目的変数にスマート

フォンの満足度調査の回答傾向を設定する。 

 回答傾向による層別を行うため、はじめに A

群・B群・C群の回答データのクラスター分析

を行い、傾向が似ている 2つの層を見出す。【分

析→クラスター分析→階層型クラスター分析】

の画面を開き、Y，列に AQ1から CQ7までの

22項目を設定し、〔OK〕をクリックするとクラ

スター分析結果が表示される。今回は〔クラス

ターの数〕を[2]とし、大きく 2つに分ける〔ク

ラスターの保存〕を行った。このとき、データ

シートの最後の列に、クラスターという列名で

新たな一列が追加されていることを確認できる。 

 次に、このクラスターを対話的パーティショ

ニングの Y，目的変数に設定し、X，説明変数 

 

 

図 3 対話的マーティショニングの画面 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12 主に利用中のスマートフォンのタイプ

F13 主に利用中のスマートフォンの契約会社

F14 主に利用中のインターネットアクセス機器

F15 スマートフォンでのインターネット利用時間（1日平均）

F16 スマートフォンでの通話時間（1日平均）

F17 平日にテレビを見る時間（1日平均）

F18

F19

①通話 ⑧書籍読書

②メール ⑨ネットサーフィン

③音楽視聴 ⑩ネットショッピング

④写真・動画撮影 ⑪LINE

⑤動画視聴 ⑫Facebook

⑥ゲーム ⑬ツイッター

⑦マンガ ⑭地図

スマートフォンでの各項目の使用頻度

主に利用中のスマートフォンでよく連絡を取り合う人数

属性（フェイスシート）項目

性別

年代

職業分類

独身・既婚

同居形態

家族の居住地域

契約通話プラン「家族割」の利用

LINEの通話利用

固定電話の所持

1ヵ月のスマートフォンの利用料金

スマートフォンの合計所有台数
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には F1 から F19⑭までのすべての属性項目を

入れて、〔OK〕をクリックする。そこで表示さ

れたクラスターのパーティションの画面で〔分

岐〕させると、最初の分岐が F19⑦マンガであ

った。このことから、漫画を読むことにスマー

トフォンをどの程度使用するかという問いに対

し、どちらともない～とても良く使う層：漫画

高層と、あまり～まったく使わない層：漫画低

層で、もっとも回答傾向に違いがあると解釈で

きた。図 4に、このパーティション分析結果を

示す。したがって、本研究では、漫画高層（N=18）

と漫画低層（N=20）に層を分け、総合満足度

に影響を及ぼす要因を明らかにするため、各層

において選抜型多群主成分回帰分析を行う。 

 

3.1.2 パーティション分析結果に基づく層別 

 本研究では、漫画高層と漫画低層の 2層にテ

ーブルを分けて分析を行う。層別の手順として、

はじめに【分析→一変量の分布】から F19⑦の

回答分布を確認する（図 5）。このとき、連続尺

度から名義尺度に切り替えることで、各水準の

度数および割合を一覧できる。Shiftキーを押し

ながら棒グラフの 3、4、5をクリックすると、 

 

 

図 4 パーティション分析結果 

 

図 5 一変量の分布と水準選択 

 

データシートにおいてもこの回答に該当するデ

ータがすべて選択される。選択された状態のま

ま【テーブル→サブセット】、出力テーブル名に

漫画高層と入力して〔OK〕すると、漫画高層

の 18名分のデータシートが別に生成される。 

 元のデータシートに戻り、選択されたいずれ

かの行の上で右クリックすると、〔選択の逆転〕

を選ぶことができる。選択が逆転された状態で、

先ほどと同様の【テーブル→サブセット】の処

理を行えば、漫画低層の 20 名分のデータシー

トも別に作成することが可能である。 

 

3.2 選抜型多群主成分回帰分析 

3.2.1 選抜型多群主成分回帰分析の方法論 

 本研究では、多変量解析の中でも変数の合成

を目的とした主成分分析、および予測を目的と

した重回帰分析を一連のステップにより組み合

わせて実行する選抜型多群主成分回帰分析

（Kawasaki, Takahashi, Suzuki，2014）を解

析に用いる。 

 主成分分析は、複数の量的な説明変数がある

場合、これを少数の総合指標（合成変数）で表
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す目的で用いられ、多変量データ解析における

もっとも基本的な次元縮小の方法である。また、

重回帰分析は、複数の説明変数から 1つの目的

変数を推定する目的で使用される。しかし、分

析に用いる変数に相関の高い項目が含まれる場

合、多重共線性（Yoo，2014）が生じる可能性

が高いため、解析時には注意が必要である。も

しこの問題が生じた場合は、それを回避する手

段を講じなければならない。重回帰分析を行っ

た際にVIF（Variance Inflation Factor；分散

拡大係数）を確認し、目安として VIFが 2.0以

下であれば、そのまま考察を行う。もし、VIF

が 2.0 を超えていれば、別の統計的アプローチ

を検討する。 

 多重共線性を回避するための有効な手法のひ

とつとして主成分回帰分析がある。従来の主成

分回帰分析は、すべての説明変数候補を用いて

主成分データを抽出し、それらの主成分と目的

変数とで重回帰分析を行う。このとき抽出され

るすべての主成分はすべて独立の関係となるた

め、説明変数間の相関の高さによる多重共線性

の問題を回避することが可能になる。 

 しかし主成分は、外的基準なしに、複数の変

数が合成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。その結果として、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。この場合、従来の主成分回

帰分析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。また、下位の主成分はその意味を解釈

することが困難であるため、解析によって十分

な実態把握ができない可能性が生じる。 

 こうなると解析結果に基づく有効な施策提案

が困難になる。このような従来からある解析手

法に残された課題をクリアできる方法が選抜型

多群主成分回帰分析である。図 6に選抜型多群

主成分回帰分析モデル、その実行手順を以下に

5つのステップとして示す。 

step1 結果系の質問項目の主成分分析 

 結果系の目的変数Yとなる質問項目の主成分

分析を行い、注目する主成分を取り上げ、Y に

設定する。原則として、Y 群の主成分分析結果

の第一主成分を【ZY1】4として保存する。 

step2 原因系の質問項目の選抜 

 【ZY1】と各質問項目【XA1～XC2】の相関

を確認する。相関の低い項目（影響の少ない項

目：【XA3】、【XB2】、【XC2】）を分析から除外

し、相関の高い項目を選抜して、以降の分析に

用いる。このときの選抜基準に絶対的なものは

ない。 

step3 概念群ごとの主成分分析 

 群ごとに選抜された質問項目の主成分分析を

行い、原則として、第一主成分と第二主成分を 

 

 

図 6 選抜型多群主成分回帰分析モデル 

XA1

XA2

XA3

XC1

XC2

XB1

XB2

XB3

ZA2

ZB2

ZC1

ZB1

ZA1

ZY1

Y1

Y2

e
Y1

em

主成分

誤差

Zn

ZY2
Yj 目的（従属）変数

Xi 説明（独立）変数

Y群

B群

A群

C群
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保存する。もし、固有値が 1.0 を超えている主

成分があれば、第三主成分以降であっても保存

する。同群内において 1項目のみ選抜されてい

る場合は、他の主成分と比較できるよう、その

変数の基準化5を行う。 

step4 選抜型多群主成分回帰分析 

 選抜型多群主成分回帰分析を実行する。ステ

ップワイズ（変数選択）法により選択された分

析結果の主成分同士の VIFを確認し、2.0を超

えているものがなければ次のステップに進む。

もしVIFが 2.0を超えている変数があれば、選

抜された各質問項目の群構成を見直し、再度、

選抜型多群主成分回帰分析を行う。 

step5 重要な質問項目の確認と考察 

 選抜型主成分回帰分析の結果、説明変数とな

った概念群のうち、同群から 2つの主成分が目

的変数に影響のある変数として選択されていた

場合は、これらの合成ベクトルを作図し、考察

を行う。合成ベクトルは、この概念群に含まれ

る質問項目を用いて行った主成分分析結果の因

子負荷量図上に作図する。さらに、このベクト

ルに射影する（垂直となる）線を引くことで、

第一主成分と第二主成分の軸が交わる中心点か

ら垂線までの絶対値が最大のところにある質問

項目がもっとも重要であると判断される。 

 重要な質問項目については、積極的な施策を

打つか、現状を維持するかを検討し、施策提案

の方向性を導き出す。通常のオンライン調査の

多くが、ここまでの方針確認で終わっているが、

さらに具体的な施策提案とするために実験を計

画する。 

 

3.2.2 選抜型多群主成分回帰分析の適用事例 

3.2.2.1 スマートフォンの満足度調査の漫画高

層（N=18） 

step1 結果系の質問項目の主成分分析 

 最初に結果系の目的変数を設定するため、満

足度に関する 3 項目の主成分分析を行う。【分

析→多変量→主成分分析】において、Y，列に

YQ1、YQ2、YQ3 を設定し（図 7）、〔OK〕す

ると図 8のように主成分分析結果が表示される。

図 8 の左側に示された固有値は、1.0 を超えて

いるかどうかがひとつの目安となる。中央が主

成分得点図、右側が第一主成分と第二主成分の

因子負荷量図である。 

 因子負荷量図から、成分 1（第一主成分）で

78％を説明していることが明らかになった。よ

って、本事例では、第一主成分を ZY1 として、

目的変数に設定することにした。左上の赤い▼

印から、【主成分の保存→保存する成分の数を指

定：デフォルト＝2】のまま〔OK〕すると、デ

ータシートに主成分1、主成分2が追加される。 

 本研究では、以降の分析でも主成分を用いる

ため、混乱しないよう主成分 1は ZY1（Y群の

第一主成分）、主成分 2 は ZY2（Y 群の第二主

成分）と列名を変更しておく。 

step2 原因系の質問項目の選抜 

 次に、目的変数として設定した ZY1と各質問

項目の相関を確認する。【分析→多変量→多変量

の相関】から、Y，列の一番上に ZY1、その下

にAQ1からCQ7までの22項目を設定し（図9）、

〔OK〕すると、相関分析結果が表示される。 

 相関分析結果は、Excel等にデータをコピー 

 

 

図 7 Y群の主成分分析 
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図 8 Y群の主成分分析結果 

 

＆ペーストすると作業がしやすくなる。相関分

析結果のデータ上で右クリックし、【編集→デー

タのコピー】をした後、Excel シート上で貼り

付けを行う。ZY1と各質問項目の相関を確認し、

本事例では相関の絶対値が 0.20 以上の項目を

選抜した。図 10 で色付けされている項目が選

抜されたものである。 

 一方で 8項目が分析から除外された。このと

き、重要な質問項目が除外されていないかどう

か、専門領域の知識も加味して最終判断を行う

ことが重要である。 

 

 

図 9 多変量の相関 

step3 概念群ごとの主成分分析 

 選抜された質問項目を用い、各群で主成分分

析を行う。一例として A群で選抜された 5項目

を用いた主成分分析結果の固有値と因子負荷量

図を示す（図 11）。いずれの群も原則として、

主成分分析結果の第一主成分と第二主成分を保

存する。このとき、データシートには、保存さ

れた主成分：ZA1（A群の第一主成分）、ZA2（A

群の第二主成分）、ZB1（B群の第一主成分）、

ZB2（B群の第二主成分）、ZC1（C群の第一主

成分）、ZC2（C群の第二主成分）が追加される。 

 

 

図 10 相関分析結果に基づく質問項目の選抜 
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図 11 A群の主成分分析結果：固有値と因子負 

   荷量図 

 

本事例では、第三主成分以降に 1.0 を超える主

成分がなかったため、この後の解析では各群の

第一主成分と第二主成分を変数として用いる。 

step4 選抜型多群主成分回帰分析 

 A群・B群・C群の主成分分析結果により保

存された第一主成分と第二主成分を説明変数、

Y 群の第一主成分を目的変数に設定して、選抜

型多群主成分回帰分析を行う。JMPにおいて重

回帰分析や主成分回帰分析を行う際は、【分析→

モデルのあてはめ】を実行する。 

 〔役割変数の選択〕の Y に ZY1、〔モデル効

果の構成〕に ZA1 から ZC2 までの各群で抽出

された 6つの主成分を設定し、手法をステップ

ワイズ法に切り替えて〔実行〕する（図 12）。 

 次に立ち上がる ZY1 のステップワイズの画

面（図 13）では、〔停止ルール〕を[閾値 P値]、

〔方向〕を[変数増減]に切り替えて〔実行〕す

る。さらに、右側の〔モデルの実行〕を行うと

モデルのあてはめ結果が表示される（図 14）。

図 14下部の〔パラメータ推定値〕の表の中で、

【右クリック→列→標準βと VIF にチェック】

すると、表にこれらの分析結果が追加される。 

 モデルの当てはまりは〔自由度調整済 R2乗〕

で確認し、0.50とまずまずであった。選抜型主

成分回帰分析の結果、選択された主成分の VIF 

 

図 12 モデルのあてはめ画面 

 

 

図 13 ZY1のステップワイズ画面 

 

は、いずれも 1.0 に近い数値を示しており、多

重共線性の問題はみられなかった。よって、こ

の結果を採用し、選択された主成分の偏回帰係

数を用いてベクトルによる考察を行う。 

step5 重要な質問項目の確認と考察 

 同群から第一主成分と第二主成分が選択され

ている場合、合成ベクトルを作図し、考察を行

うことができる。本事例では、A 群において合

成ベクトルを作図する。A 群の第一主成分の推

定値（偏回帰係数）0.49と第二主成分の同 0.39

の数値の比率を保ち、因子負荷量図上にベクト

ルとして示した（図 15）。作図した合成ベクト

ルに射影する線（垂線）を引き、主成分軸が交

わる中心点からの距離の絶対値が最大の位置に

ある質問項目が重要である。 
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図 14 漫画高層：選抜型多群主成分回帰分析結 

   果 

 

 

図 15 漫画高層：A群の合成ベクトル 

 

 図 15から A群では、AQ9：カメラの画素数、

次いでAQ6：本体フォルダ容量、AQ8：ディス

プレイの解像度、図は省略するが C群と B群で

も同様の処理を行い、C群では CQ6：販売店の

接客対応、CQ7：販売員の説明のわかりやすさ、

B群ではBQ3：新奇性（新しさ・珍しさ）が重

要であることが明らかになった。これらの項目

の一変量の分布で平均値を確認し、上げしろが

あれば積極的な改善施策をとるか、もしくは現

状を維持するための施策とするか等を検討する。 

 

3.2.2.2 スマートフォンの満足度調査の漫画低

層（N=20） 

 スマートフォンで漫画をあまり～まったく読

まない漫画低層においても、選抜型多群主成分

分析を事例に適用し、解析を行う。詳細は割愛

し、図 16 に漫画低層の選抜型多群主成分回帰

分析結果を示す。ベクトルによる考察を行った

結果、A群では、AQ5：充電までの時間、AQ8：

ディスプレイの解像度、C群では CQ3：契約プ

ランのわかりやすさ、CQ4：安心・保証サービ

ス、B群では BQ4：操作性（使いやすさ）が重

要であることが明らかになった。 

 

3.2.3 オンライン調査の分析結果に基づく提

案の方向性 

 2 層に層別して行った選抜型多群主成分回帰

分析の結果から、漫画高層（N＝18）の方がデ 

 

 

図 16 漫画低層：選抜型多群主成分回帰分析結 

   果 
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ィスプレイの見やすさや本体の容量、さらに新

奇性を重視する、スマートフォンのヘビーユー

ザーではないかと示唆された。一方の漫画低層

（N＝20）は、画面の見やすさや使いやすさ、

わかりやすさ、安心・保証サービスを重視する

傾向にあり、ライトユーザーではないかと推測

された。 

 これらの結果を総合的に捉えると、抽象的な

提案の方向性として、画面が見やすく、ヘビー

ユーザーの使用にも耐えられるスペックを持ち、

ライトユーザーでも安心して使えることが提案

の方向性であると考えられた。しかし、これは

オンライン調査の結果に基づく新たな仮説とも

いえるものである。 

 この結果に基づき、スマートフォン利用の総

合満足度を上げるための確実な施策を検討する

ため、次節で実験を行う。最終的には、調査と

実験に基づく統計的アプローチを経て、具体的

な施策を提案する。 

 

4．実験 

4.1 実験の方法論 

 実験では、施策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。

実験の準備では、はじ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、実験計画法6を用いることで、すべての水準

の組み合わせでプロファイルを作成するのでは

なく、使用するプロファイルを絞り込むことが

できる。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、それにイラストや表

を交えてわかりやすくカード化する。 

 一般的な質問紙実験では、被験者に対し、ト

ランプを配るようにプロファイルカードを配布

した上で、机上で並べ替えを行ってもらう。イ

ンターネットを活用したオンライン実験の場合

は、実験用のプロファイルカードの画像を閲覧

してもらい、良いと思うプラン順に、順位を回

答してもらうとよい。 

 回答者に提示した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手法は順位

法と呼ばれる。この手法は、順位がそのまま評

価値に換算される（8 枚のカードの場合、1 位

は 8点、2位は 7点…8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

には適さないが、短時間で回答してもらいやす

い手法である。 

 実験で得られたデータは、はじめに解析のた

めの処理を行う。実験で提示したカードに付け

られた順位を満足度得点として変換し（たとえ

ば、1位→9点、2位→8点…9位→1点）、各カ

ードの平均値得点を算出する。平均値を用いて

分散分析を行うことで、どの因子が満足度に強

く影響しているのかを判断することができる。

同時に、因子の交互作用についても確認する。 

 最適な施策の組み合わせを明らかにするには、

目的変数に各カードの平均値得点、説明変数に

交互作用まで考慮した各因子を設定し、重回帰

分析を行う。その結果の予測プロファイルによ

り、もっとも満足度に影響を与える因子および

満足度を最大にする水準の確認が可能である。

それによって、回答者の満足度を高めるベスト

プランが明らかになる。 

 このとき、意味のある層別が検討できれば、

属性や回答傾向で層を分け、層ごとに満足度を

高める、あるいは低めるプランが同じであるか、

そうではないかを確認しておくことが重要であ

る。層ごとにベストプランが違い、一方の層の

満足度を高める施策は、もう一方の層の満足度

を低めるというトレードオフが生じる場合もあ

る。また、層別を考慮せずに全体で最適なプラ

ンを実行に移した場合、結果として中庸な施策

となり、全体の満足度に寄与することができる

有効な施策とならないケースも起こりうるので

注意が必要である。 

 

4.2 実験の適用事例 

 本節では、スマートフォンの満足度実験につ

いて解説する。実験の準備として、オンライン

調査結果に基づき実験に用いる項目（実験で評
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価される項目）の吟味を行った。その結果、「画

面の大きさ」、「保証パック」、「メモリーの容量」

の 3つに施策提案のポイントを絞り込み、実験

を計画することとした。 

 

4.2.1 実験の計画と実施 

 実験に用いる因子は、X1「容量」、X2「画面」、

X3「保証パック」と 3つ設定し、それぞれの因

子に 2水準を用意した。ここでの水準は、より

詳細な施策設計を可能にするため、最少と最大

の定量的な数値を用意した。また、容量と保証

パックサービスには現実的な値段も併記した。

ここで価格を考慮しなければ、一般的に良い条

件の組み合わせが選択されることが必然になる。 

 本例では表 3に示すように、L8の直交表を用

い実験を計画した。No.9は各因子の 2水準の中

央値を入れたホールドアウトカードであり、こ

のカードの順位が最上位や最下位にきている回

答者のデータは、信頼性が低い可能性があると

チェックすることもできるように設定した。 

 次に、L8直交表の計画に基づき 9枚のプロフ

ァイルカードを作成した（図 17）。プロファイ

ルカードは文字やイラスト等、視覚的にわかり

やすく表示するよう工夫を行った。実験ではこ

れらのカードのプランの満足度が高い順に順位

付けを行い、その順位を回答してもらった。 

表 3 本事例の L8直交表 

 

 

4.2.2 オンライン実験の解析と結果 

 はじめに、プロファイルカードの順位を得点

に変換し（1位→9点、2位→8点…9位→1点）、

漫画高層と漫画低層に層別して、各カードの平

均値を算出し、あてはめの要約（重回帰分析）

を行った。目的変数に満足度得点、説明変数に

各因子とその交互作用を確認できるよう設定を

行い、ステップワイズ法による分析の結果、漫

画高層では画面、漫画低層では容量と保証が満

足度に影響を与える重要な因子であることが明

らかになった。 

 次に JMP を用い、重回帰分析結果の予測プ

ロファイルにおいて満足度を最大にする施策を

検討した結果、漫画高層は画面サイズが 5.5 イ

ンチと大きいことを望んでいた（図 18）。漫画

低層は少ない容量32Gおよび保証サービスが5 

 

 

図 17 プロファイルカードの例 

No 容量 （容量価格） 画面 保証パック （保証価格）

1 32GB （85,000円） 4.5インチ 3サービス （500円）

2 32GB （85,000円） 4.5インチ 5サービス （700円）

3 32GB （85,000円） 5.5インチ 3サービス （500円）

4 32GB （85,000円） 5.5インチ 5サービス （700円）

5 256GB （100,000円） 4.5インチ 3サービス （700円）

6 256GB （100,000円） 4.5インチ 5サービス （500円）

7 256GB （100,000円） 5.5インチ 3サービス （700円）

8 256GB （100,000円） 5.5インチ 5サービス （500円）

9 128GB （96,000円） 5インチ 4サービス （600円） 
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 図 18 漫画高層：予測プロファイル     図 19 漫画低層：予測プロファイル 

 

パックと充実しているほど満足度が高まること

が確認できた（図 19）。 

 

4.2.3 具体的な施策提案例 

 漫画高層は、スマートフォン自体をよく使う

ユーザーと考えられることから、その他のアプ

リやゲームを楽しむ上で大画面であることを望

んでいると推測できる。また、漫画低層も、オ

ンライン調査の結果から画面の見やすさが満足

度に影響することが明らかになっており、スマ

ートフォンの開発においては、5.5 インチ以上

の画面の大きさが最優先となる。 

 漫画低層は、スマートフォンの容量は最小限

を希望しているが、この点はスマートフォンの

ヘビーユーザーと想定される漫画高層の希望と

相反する可能性がある。容量についてのトレー

ドオフを回避するためには、現在の通信サービ

スにおいても用意されている、利用者が初期設

定の容量を選択できるプランがあることが望ま

しい。 

 また、本研究では実験に価格を含めたため、

因子や水準の組み合わせを選択する際に、設定

した価格が影響していたとも考えられる。した

がって、価格の設定方法を工夫した実験計画は

今後の課題とする。 

 

5．おわりに 

 本発表では、オンラインによる調査と質問紙

実験で得られたデータから次の施策提案につな

がる一連の方法論について報告した。解析には

JMP 12 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) 

を使用し、意味のある層を見出すためのパーテ

ィション分析や多変量の相関、主成分分析、あ

てはめの要約（重回帰分析、主成分回帰分析）

等の基本的な多変量解析を組み合わせることで

提案の方向性を導出できる選抜型多群主成分回

帰分析、さらに質問紙実験から満足度関数を用

いて具体的な施策を設計する手順を、事例を交

えて紹介した。 

 オンラインによる調査と実験の一連の手法は、

事前準備における調査票の作成、および調査と

実験の実施手順、分析方法とその適用事例に分

けて示した。最後に、オンライン調査と実験に

基づき、具体的な施策提案を行った。 

 今後の課題は以下の 2 点である。1 点目が価

格の設定方法を工夫した実験の実施、もう 1点

が本研究で提示した方法論を他の実事例に適用

することである。 
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注 

                                                   
1 本稿では、オンライン調査とインターネット調査、

ネット調査、ウェブ調査を同義として扱う。 

2 たとえば、SurveyMonkeyやQualtrics、あるいは

Googleフォーム（三浦・小林，2016）。 

3 たとえば、FastaskやQuestantなど。 

4 主成分を示すアルファベットとして Z、目的変数を

表すためにY、第一主成分であるため数字の 1を組

み合わせた。以降の主成分の表記も同様である。 

5 与えられたデータを平均が 0、分散が 1のデータに

変換すること。 

6 実験計画法をマーケティングの分野に取り入れた

調査解析の手法がコンジョイント分析である。 


