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オンラインアンケート調査にもとづく層別と選抜型多群主成分回帰 

Stratification and Selection Type Multi-Group Principal Component Regression Based on Online 

Questionnaire Investigation 

川﨑 昌1  高橋 武則2 

Sho KAWASAKI Takenori TAKAHASHI 

【要約】 

 近年、企業で実施する各種の調査において、インターネットを活用したオンライン調査が盛んである。

たとえば、顧客満足度調査や従業員のモラルサーベイを実施するような場合にも、経済性、利便性の観点

からオンライン調査の活用が有効である。 

実施する調査の予算や回答者の負担を考え、質問項目数を最小限に絞り、かつ調査の目的に応じた本質

的な内容の調査票を作成にするには、事前に概念図や特性要因図に基づく質問項目の吟味や予備調査をお

こなうことが望ましい。また、取得したデータ分析においては記述統計で終わらず、丁寧な層別と多変量

解析による統計的なアプローチが必要となる。それにより、調査対象の実態を詳細に把握し、合理的な提

案の方向性を導き出すことが可能になる。 

本発表では、珈琲チェーン店の顧客満足度調査の事例を用いる。事例では、調査の着想から事前準備後

の調査票設計、予備調査と本調査による効果的なデータの取得、および JMP を使用したパーティション

分析や選抜型多群主成分回帰の活用とその結果について報告する。 

キーワード：データ探索、データアクセスと操作 

【Abstract】 

In recent years, online investigations using the internet are frequently performed for the various 

investigations implemented by enterprises. For example, even when implementing customer 

satisfaction surveys or moral surveys that targets employees, the use of the online investigation is 

effective from the viewpoints of economic efficiency and accessibility. 

In order to consider the budget for the investigation to be implemented and the burden of 

respondents, narrow down the number of question items to the minimum, and create the 

questionnaire with the essential contents corresponding to the purpose of the investigation, it is 

preferable to closely examine the question items and perform preliminary investigation based on a 

conceptual diagram and a characteristic diagram in advance. In addition, in case of questionnaire 

investigation, a statistical approach by careful stratification and multivariate analysis is required in 

the analysis of obtained data without performing descriptive statistics only. This enables the detailed 

identification of the actual state of investigation objects and the introduction of the direction of 

reasonable proposals. 

This poster presentation uses an example the coffee chain stores of customer satisfaction 

surveys. Using this example, the idea of an investigation, the questionnaire design after preparation, 

the effective data acquisition by preliminary investigation, and the main one, the utilization of 

partition analysis and selection type multi-group principal component regression using JMP, and 

their results will be reported. 
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1．背景 

近年、インターネットを活用したオンライ

ン調査が盛んである。日本マーケティング・

リサーチ協会が毎年実施している「経営実務

実態調査」において、調査会社の調査手法別

売上構成比をみると、訪問面接・留置・郵送・

電話調査の比率は低下傾向にあるが、インタ

ーネット量的調査の占める割合は年々増加し

ている。同調査の 2019 年 7 月発表の報告書

では、調査の設計、実施、集計、分析などが

1 回で完結するアドホック調査を 100%とし

た場合、インターネット調査（スマートフォ

ン等のモバイルを含む）が占める割合は全体

の 50％に達した（表 1）。 

また、オンラインによる調査フォームは、

無料ツールを利用することで、誰もが簡単に

作成可能な時代となった（三浦・小林，2015）。

これらの調査ツールを活用すれば、企業にお

けるマーケティング・リサーチや従業員のモ

ラルサーベイなども手軽に実施することがで

きる。そのため、調査会社に委託しない形式 

 

表 1 調査会社の調査手法別売上構成比 

 

注）一般社団法人日本マーケティングリサー

チ協会 「第 44回経営業務実態調査」（2019） 

より引用 

でおこなうオンラインアンケート調査も現在

は多数実施されていると推測される。こうし

たことから、今後もインターネットを活用し

たオンライン調査の増加が予想される。 

 

2．目的 

本研究では、質問項目数の多いオンライン

アンケート調査において、分析結果が不安定

になる多重共線性の問題を回避し、かつ提案

の方向性を導き出せるような方法論を提示す

ることを目的とする。 

また、その方法論をオンライン調査事例に

適用し、層別にもとづく結果の違いについて

も明らかにする。 

 

3．調査の事前準備 

3.1概念図 

 概念図は「要素」とそれらの相互の「関係」

により成り立つ（出原・吉田・渥美，1986）。

佐藤・田中・門田・山下（1988）は、図はそ

の形態から連結系、配列系、座標系、形象系

等に分類されるが、このうち概念図に向いて

いるのは連結系、配列系、領域系の 3つの形

態であり、連結系は各要素の相互作用、配列

系は要素の構成、領域系は要素の含有関係が

強調されることを指摘した。 

調査の事前準備の段階で概念図を作成すれ

ば、図形やキーワードによって、構成要素の

関係性や順序、プロセスなどを明確にするこ

とができる。また、グループで調査を計画す

るような場合は、概念図によって調査対象を

各自がどのような視点でとらえているかを可 

視化することができ、メンバー間の相互確認

が可能になる。 

 

3.2特性要因図 

特性要因図は、要因（重要な因子）に関す

る漏れのないリストアップの手法である（高

橋・鈴木，2013）。特性要因図は樹形構造の

ため必ずしも因果関係を正しく構造化してい
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るわけではない。しかし、この図により、取

り上げた特性と関連のある要因を漏れなく洗

い出すことができる。大骨レベルで作成する

と概要を簡潔に、また中骨・小骨レベルで作

成すると詳細を明快に示すことができる。 

質問項目の選定をおこなう際は、把握した

いことを漏れなく含め、かつ回答者の負担を

考慮し、適度な項目数になるように調整をお

こなう必要がある。アンケート調査項目数が

増えるほど、回答者の負担も大きくなるため、

特性要因図の活用により、重要と思われる要

因について的を絞り、過不足ない質問項目を

準備したい。 

 

3.3パス図 

パス図は、本質的な考え方を反映した概念

図と詳細のキーワードを整理した特性要因図

の要素を併せ持ち、数理的構造を反映した分

析モデル図といえるものである。 

パス図では、変数間の因果関係や相関関係

が矢印で結ばれ、その関係性が示される。変

数をすべて図に含めることで複雑になる場合

は、簡略化した図で表すこともある。 

 

3.4解析模型図 

解析模型図とは、準備段階で因果構造の予

想の詳細を示す図である。事前準備の段階で

あるため、あくまでも予想される内容である。 

準備段階における解析模型図は、仮説モデ

ルともいえるものであるため、実際の解析後

の仮説と結果が一致していても、逆に相違が

あったとしても、この準備ができていれば質

の高い考察が可能になる。また、分析方法に

ついてもこの図を用いて説明が可能となる。 

 

4．層別 

 調査では、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する。

人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、分析をおこな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）。 

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。 

 

5．方法 

5.1パーティション分析 

 本研究では、意味のある層別を見出すため、

JMP によるパーティション分析を活用する。

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。 

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。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
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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）。 

 回答傾向による層別をおこなう際は、はじ

めに回答データのクラスター分析を行い、傾

向が似ている 2つのクラスターを見出す。【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、回答傾向を確認したい項目を

設定して〔OK〕をクリックするとクラスタ

ー分析結果が表示される。〔クラスターの数〕

を[2]として〔クラスターの保存〕をおこなう

と、該当する 1か 2 のどちらかのクラスター

がデータシートの最後列に保存される。 

 

5.2 選抜型多群主成分回帰分析 

 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。図 1に選抜型多群主成分回

帰分析モデルを示す。 

 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。

重回帰分析をおこなった際に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

ま考察をおこなう。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おこなう。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、

 

 

図 1 選抜型多群主成分回帰分析モデル 
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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。以下にそ

の実行手順を 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て

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】として保存する。 

 ZY1は、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。 

 

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。なお、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（平均が 0、分散が 1 のデータ

に変換すること）をおこなう。 

 

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、分析をおこなう。 

 

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、考察をおこなう。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おこなっ

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

調査の多くは、ここまでの方向性の確認で終

わっているが、さらに具体的な施策提案とす

るためには仮想実験を計画するとよい。 

 

6．事例 

 本研究では、層別にもとづく選抜型多群主

成分回帰分析の方法論を「珈琲チェーン店の

満足度調査」の事例に適用する。調査の事前

準備として、①概念図（図 2）、②特性要因図

（図 3）、③パス図（図 4）、④解析模型図（図

5）を用意した上で、インターネットを活用

しオンライン形式で調査を実施し、回収され

たデータの分析をおこなう。 

 分析には 105 名分の回答データを用いる。

調査票において、利用してとても良かった店 
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図 2 珈琲チェーン店の満足度調査における①概念図 

 

 

図 3 珈琲チェーン店の満足度調査における②特性要因図 

 

 
図 4 珈琲チェーン店の満足度調査における③パス図 
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図 5 珈琲チェーン店の満足度調査における④解析模型図 

 

舗と問題があったと思う店舗の 2つの視点で

同じ調査項目の評価をしてもらったため、こ

れらのデータを合体し、データ数は 210とし

て解析した。このようにデータを合体すると

いう工夫をおこなうことで、適度なばらつき

のデータ解析が可能になる。 

 

6.1パーティション分析による層別 

 はじめに、210 のデータを珈琲チェーン店

の評価に関する回答傾向から、大きく 2つの

クラスターに分けるクラスター分析をおこな

った。次に、この保存した 1 または 2のクラ

スターを目的変数、説明変数に F1 性別、F2

子ども、F3 同居人数の 3 つの属性項目を設

定して、JMPの予測モデル→パーティション

を実行した。 

その結果を図 6 に示す。この図において、

すべての行から最初の分岐が性別：（1）男性

と（2）女性であり、このことから性別によ

って回答傾向に何らかの違いがあることを予

測できる。したがって、本事例では男性と女

性に層別して選抜型多群主成分回帰分析を実

行する。 

 

図 6 パーティション分析結果 

 

6.2女性と男性の選抜型多群主成分回帰分析 

6.2.1女性の選抜型多群主成分回帰分析 

 女性のデータは 210 のうち 90 件である。

図 5 の解析模型図にもとづき 5.2 の step1～

step5 までの手順で選抜型多群主成分回帰分

析をおこなった。その結果を図 7 に示す。 

 自由度調整R2 乗は 0.69 であり、モデルの

当てはまりは良いといえる。VIFにも問題は 
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図 7 女性の選抜型多群主成分回帰分析結果 

 

 

図 8 B群の主成分因子負荷量図と合成ベク

トルによる重要項目の検討 

 

なかった。標準β（標準偏回帰係数）を確認

し、もっとも総合満足度 ZY1 に影響のある主

成分は、ZA1であり、次いでB群の第一主成

分（ZB1）と第二主成分（ZB2）であった。 

 B群からは 2つの主成分が選択されている

ため、B 群の主成分因子負荷量図合成ベクト

ルを作図し、影響のある質問項目を吟味した。

（図 8）その結果、B4の禁煙・喫煙の分煙が

重要な項目であることが明らかになった。 

 また、このときの図 8 の作図には JMP の

スクリプトを使用している。作図したい主成

分の因子負荷量図上でスクリプトを実行すれ

ば合成ベクトルを容易に描くことができる。 

 
図 9 男性の選抜型多群主成分回帰分析結果 

 

6.2.2男性の選抜型多群主成分回帰分析 

 女性と同様の手順で分析した男性の結果を

図 9に示す。男性のデータは 210のうち 120

件である。 

 男性の選抜型多群主成分回帰分析の結果、

自由度調整R2乗は 0.64であり、モデルの当

てはまりは良いほうであった。VIFもすべて

2.0 以下であり、問題はなかった。 

 もっとも総合満足度 ZY1 に影響のある主

成分は、ZA1 であり、次いで ZC1、次いで

D1 とB4を基準化した変数であった。 

 

6.3選抜型多群主成分回帰分析結果の比較 

 これらの結果を反映したものが構造模型図

である。女性の構造模型図を図 10、男性の構

造模型図を図 11に示す。図中では、step2 で

選抜された質問項目および step4 の主成分回

帰分析で変数選択された主成分が色付けされ

ている。また、step3 において各群で選抜さ

れた変数の主成分分析をおこなうが、男性と

女性の主成分はまったく同じものはないため、

その違いがわかるよう図中では平行四辺形を

反転させ、女性に F、男性にMを入れるよう

にした。 

 また、結論として、最終的に重要な質問項

目には★型の印を付与した。★の付く項目を

みると、男女共にスタッフの接客等のソフト

要因、禁煙・喫煙のハード要因は満足度への 

0.21  

0.51  
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図 10 女性の構造模型図 

 

 
図 11 男性の構造模型図 

 

影響度合いが強かった。しかし、珈琲の味や

店舗の居心地などは男性のみが重視していた。 

 

7．まとめ 

本研究では、質問項目数の多いオンライン

アンケート調査において、分析結果が不安定

になる多重共線性の問題を回避し、かつ提案

の方向性を導き出せるような方法論を提示し

た。この方法論は、5 つのステップで実行で

きる選抜型多群主成分回帰分析である。 

また、これを「珈琲チェーン店の顧客満足

度調査」に適用し、男女の層別にもとづく結

果の違いについても構造模型図を用いて明ら

かにした。それによって、提案の方向性が接

客におけるスタッフ教育や分煙の徹底という

提案の方向性が導き出された。 

Y1
利便度

Y2
コスパ度

Y3
再利用度

★A1入店
待ち時間

★A2
注文接客

C1
隣席距離

C2
照明

B1
立地

B2
座席数

B3
トイレ

★B4
禁煙・喫煙

B5
通信環境

★A3受取
待ち時間

D3
飲物種類

B
A

C

YZFA1 ZFA2

ZFB2

ZFB1

(FC1)

ZFY1

ZFY2

ソフト

総
合
満
足
度

ハ
ー
ド

★A4
受渡接客

A5
片づけ

D2
香り

D1
味

D

スティ

C4テーブル
・椅子

C3
音楽

テイスト

C5
店内装飾

Y1
利便度

Y2
コスパ度

Y3
再利用度

★A1入店
待ち時間

★A2
注文接客

C1
隣席距離

★C2
照明

B1
立地

B2
座席数

B3
トイレ

★B4
禁煙・喫煙

B5
通信環境

★A3受取
待ち時間

D3
飲物種類

B
A

C

YZMA1 ZMA2

(MB4)

ZMC2ZMC1

ZMY1

ZMY2

ソフト

総
合
満
足
度

ハ
ー
ド

★A4
受渡接客

A5
片づけ

D2
香り

★D1
味

(MD1)

D

スティ

★C4テーブ
ル・椅子

C3
音楽

テイスト

C5
店内装飾



DISCOVERY SUMMIT JAPAN 2019 

10 

この方向性を具体的な施策にするため、仮

想実験をおこなうことが今後の課題である。 

 

引用文献 

1. 阿部眞澄, 外山比南子,斎藤恵一. 2014, 

「決定木手法による DPC 分類の評価：

肺炎の分析と考察」,バイオメディカル・

ファジィ・システム学会誌, 16(1), 7-13. 

2. 出原栄一, 吉田武夫, 渥美浩章, 1986,

『図の体系』日科技連. 

3. Kawasaki, S., Takahashi, T., Suzuki, 

K., 2014, The effect of autonomous 

career actions on self-career formation 

from the Viewpoint of Quality 

Management, Proc. of International 

Conference on Quality '14 Tokyo: 

152-163. 

4. Kawasaki, S., Takahashi, T., Suzuki, 

K., 2015, Study of classification in 

questionnaire surveys and 

questionnaire experiments in human 

resource management, Proceedings of 

the Asian Network for Quality 

Congress 2015 in Taipei: 1-13. 

5. 三浦麻子, 小林哲郎, 2015, 「オンライン

調査モニタの Satisfice に関する実験的

研究 1」, 社会心理学研究, 31(1): 1-12. 

6. 日本マーケティング・リサーチ協会（編）, 

2019, 「経営実務実態調査」報告書. 

7. 佐藤亮一, 田中一敏, 門田充弘, & 山下

紘一, 1988,「概念図作成支援のための図

の意味記述」, 情報処理学会研究報告知

能と複雑系（ICS）, 44(1988-ICS-059)： 

131-138. 

8. 高橋武則, 鈴木圭介, 2013,「調和設計の

企画化と模型化と最適化」, 目白大学経

営学研究, 11：17-43. 

9. Yoo, W., Mayberry, R., Bae, S. et al., 

2014, A study of effects of 

multicollinearity in the multivariable 

analysis, International journal of 

applied science and technology, 4(5): 

9-19. 

 

参考文献 

1. 高橋武則, 川﨑昌, 2019, 『アンケートに

よる調査と仮想実験 -顧客満足度の把握

と向上-』日科技連. 

2. Roger Tourangeau, Frederick Conrad, 

& Mick Couper, 2013, The Science of 

Web Surveys, Oxford University Press. 

(大隅昇・鳰真紀子・井田潤治・小野裕亮

[訳] , 2019,「ウェブ調査の科学‐調査計

画から分析まで‐」朝倉書店．) 


