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9            
見える現象から見えない概念へ（1） PBI の下位尺度を作ろう 

探索的因子分析1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  見える現象から見えない概念へ                       

 

1.  失敗事例から 

 

妊娠後期の抑うつ状態が女性たちが 15 歳以前にその両親から受けた養育の内容に影響されることを見出した

A クリニックの助産師たちは，次に産後うつ病の重症度も児童期の被養育体験に関連しているという仮説を抱く

ようになった。幸い収集したデータには妊娠後期にとった Parental Bonding Instrument (PBI) の結果が入力され

ている。また産後 1 ヵ月目のエジンバラ産後うつ病評価尺度 (EPDS) の結果もはいっている。PBI を作成した 

Parker は PBI を 2つの軸に分けて，それぞれにケア（Care と Indifference and rejection の双極性の軸）と過

干渉（Overprotection と Respecting autonomy の双極性の軸）という下位尺度を設定していた。しかし，A ク

リニックの助産師たちは，PBI に挙げてある 25 個の項目はそれぞれ微妙に違う養育のニュアンスを測定してい

るものであるから，25 個の各項目得点が産後 1 ヵ月の EPDS 得点とどの程度相関しているかを見るべきだと考

えた。 

ところで妊娠後期のアンケートの PBI の各項目の回答選択肢は「該当する」に 1 点を，「全く該当しない」

に 4 点を充てていた。これでは「該当しないほど高得点」となり，結果が読みにくい。そこで値の再割り付けに

よって採点方法を逆転させた。その計算結果が表 9-1 である。 

 

  

                                                   
1 北村俊則著「臨床で働きながら研究をしよう：統計の裏技と SPSS の使い方」第 9 章 北村メンタルヘルス研究所刊 (2013) 
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表 9-1. PBI の各項目と EPDS の相関 

 

項目 

番号 
PBI 項目の内容 

Parker  

分類 

EPDS と父の 

態度との相関 + 

EPDS と母の 

態度との相関 + 

1 暖かく優しい声で話しかけてくれた Care -.185 (.008) -.219 (.001) 

2 必要なほどには手助けしてくれなかった I/R .150 (.032) .034 (.622) 

3 好きなことをさせてくれた RA -.126 (.070) -.098 (.151) 

4 私に対して冷たかった I/R .164 (.018) .102 (.136) 

5 
私が抱えている問題や悩みに理解を示して

くれた 
Care -118 (.093) -.091 (.183) 

6 私に対して優しかった Care -.140 (.044) -.138 (.043) 

7 
自分で意思決定するのを好ましく思ってく

れた 
RA -.087 (.212) -.175 (.010) 

8 大人びてくるのを喜ばなかった OP .188 (.007) .142 (.037) 

9 
私がしようとする事を、総てにわたってコ

ントロ－ルしようとした 
OP .069 (.321) .094 (.168) 

10 私のプライバシ－を侵害した OP .156 (.025) .165 (.015) 

11 私といろいろな事を話すのを楽しんでいた Care -.193 (.005) -.114 (.095) 

12 よく私に微笑みかけてくれた Care -.182 (.009) -.157 (.021) 

13 私を子供扱いすることが多かった OP .086 (.217) .039 (.573) 

14 
私が必要なことや望んでいることに、理解

を示さなかった 
I/R .044 (.530) .183 (.007) 

15 物ごとを私に任せてくれた RA -.170 (.015) -.294 (.000) 

16 
私に、自分は望まれていない子だと思わせ

た 
I/R .141 (.043) .071 (.297) 

17 精神的に不安定なときは、なだめてくれた Care -.154 (.027) -.195 (.004) 

18 あまり私と喋らなかった I/R .163 (.019) .084 (.218) 

19 私を親に頼らせようとしていた OP -.032 (.648) .165 (.016) 

20 
親がそばにいないと自分のことができない

子だ、と私の事を考えていたらしい 
OP .062 (.379) .169 (.013) 

21 できるかぎり自由にさせてくれた RA -.169 (.015) -.160 (.018) 

22 好きなときに外出させてくれた RA -.139 (.046) -.187 (.006) 

23 過保護だった OP .054 (.441) .126 (.064) 

24 褒めてくれなかった I/R .186 (.008) .213 (.002) 

25 好きな服を着せてくれた RA -.071 (.313) -.081 (.234) 

+ (    ) は有意水準 I/D, Indifference and rejection; OP, Overprotection; RA, Respecting autonomy 
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表 9-1 からどのような結論を導けるであろうか。まず，常識的に考えて良好な養育態度と考える項目の得点が

高いほど産後 1 ヵ月の産後うつ病重症度は低い傾向が窺える。一方，常識的に考えて不良な養育態度と考える項

目の得点が高いほど産後 1 ヵ月の産後うつ病重症度が高くなる傾向も窺える。しかし，その関連性には項目ごと

に強弱がある。これは A クリニックの助産師が予想した通りであった。いくつかの相関は p < 0.05 の有意水準に

達していた。そこで A クリニックの助産師たちは一覧表を作ってみた。 

 

表 9-2. EPDS と正あるいは負の有意の相関を示した PBI 項目 

 

p < 0.05 で EPDS と正の相関を示した項目 p < 0.05 で EPDS と負の相関を示した項目 

父に関する PBI 項目 

2 必要なほどには手助けしてくれなかった 1 暖かく優しい声で話しかけてくれた 

4 私に対して冷たかった 6 私に対して優しかった 

8 大人びてくるのを喜ばなかった 11 私といろいろな事を話すのを楽しんでいた 

10 わたしのプライバシ－を侵害した 12 よく私に微笑みかけてくれた 

16 私に、自分は望まれていない子だと思わせた 15 物ごとを私に任せてくれた 

18 あまり私と喋らなかった 17 精神的に不安定なときは、なだめてくれた 

24 褒めてくれなかった 21 できるかぎり自由にさせてくれた 

  22 好きなときに外出させてくれた 

母に関する PBI 項目 

8 大人びてくるのを喜ばなかった 1 暖かく優しい声で話しかけてくれた 

10 わたしのプライバシ－を侵害した 6 私に対して優しかった 

14 
私が必要なことや望んでいることに、理解を示さ

なかった 
7 自分で意思決定するのを好ましく思ってくれた 

19 私を親に頼らせようとしていた 12 よく私に微笑みかけてくれた 

20 
親がそばにいないと自分のことができない子だ、

と私の事を考えていたらしい 
15 物ごとを私に任せてくれた 

24 褒めてくれなかった 17 精神的に不安定なときは、なだめてくれた 

  21 できるかぎり自由にさせてくれた 

  22 好きなときに外出させてくれた 

 

こうしたデータのまとめ方で学会発表されることは少なくない。しかし，A クリニックの助産師が相談した統

計の専門家からは意外な反応がでてきた。この解析には多くの問題が存在していたのだ。まず，父の「私に対し

て優しかった」が示した r = -.140 は 5% 水準で有意であったが，同じく父の「私が抱えている問題や悩みに理

解を示してくれた」の r = -.118 (P = .093) より「明らかなより強い相関」といえるのであろうか。本来，有意

水準とは，得られた相関係数値が帰無仮説（「15 歳に経験した親のある特定の養育態度と産後 1 ヵ月のうつ病

重症度は完全に独立しており，両者間には相関関係は全くない」）をその水準の危険性を認めるなら棄却できる

（つまり，対立仮説を支持できる）という意味であった。だから，有意水準に達した相関係数の間に差がないと
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いうものではなく，さらに有意水準に達した相関係数と有意水準には達しなかった相関係数には有意の差がある

ことを保証するものではない。r = -.140  と r = -.118 の間に有意の差があることを確認するには，両者が同一の

母集団から得られたものであるという帰無仮説を立てて，これが棄却できるか検定しなければならない。 

さらに，今回の解析は同一データセットについて 50回の相関係数を求めている。そして説明変数たる PBI の

25項目は親の養育態度という非常に近似した内容を評価しているし，父の態度と母の態度について同一の項目で

調査している。これは明らかな多重比較であって，有意水準について多重比較の修正をかけなければならない。

Bonferroni 修正である。k 個の比較（今回は 50 回の比較）を行った際の有意水準 p は α を 5% に設定するな

ら次の式で求められる。 

 

𝑝 =
α

𝑘
=

0.05

50
= 0.001 

 

つまり「有意水準を 5% にしたなら，行った解析の回数で割った値を有意水準としなさい」というものである。

この基準に従って解析結果を見直してみよう。すると p < .001 に該当する相関は母の「物ごとを私に任せてくれ

た」と EPDS 得点の相関係数のみであった。つまり，15 歳以前に親から受けた養育は産後うつ病にほとんど影

響していないというのが結論になってしまった。 

しばらく考えてから A クリニックの助産師たちは重回帰分析を行った。50 回の解析を行ったから多重比較の修

正をしなければならなかった。Bonferroni 修正をしたから p < 0.001 という厳しい条件を課せられてしまった。

父の PBI 25項目について EPDS 得点を基準変数にして重回帰分析を行い，母の PBI 項目についても同様に行

えば，解析は 2 回で済む。まず PBI 25 項目を強制投入してみた。父の PBI について自由度調整済み R
2
 は 

0.015 であり，有意水準に達していなかった。母の PBI 25項目を強制投入した場合の自由度調整済み R
2
 は 

0.180 で，これもギリギリではあるが有意水準とはいえなかった。そこで投入方法をステップワイズに変更した

ところ，父の PBI 25項目では自由度調整済み R
2
 は 0.048 であり，有意水準に達した（p = .002）。母の PBI 25 

項目をステップワイズ投入するとその自由度調整済み R
2
 は 0.107 でこれも有意水準に達した（p = .000）。し

かし，項目ごとの予測力を見ると，父の PBI では「私といろいろな事を話すのを楽しんでいた」のみ，母の PBI 

では「暖かく優しい声で話しかけてくれた」と「物ごとを私に任せてくれた」が有意の予測変数であった。 

ところでこれが結論で納得が行くのであろうか。「15歳以前に受けた親からの養育は産後うつ病の重症度にあ

る程度影響している」，そして「そうした影響力を持っているのは父の『子どもと話すことを喜ぶ』であり，母

の『暖かく優しい声』と『物事を子に任せる』である」のであって，「父の予測変数と母の予測変数は異なる」

と言ってよいのであろうか。A クリニックの助産師たちは釈然としなかった。振り返ってみてみると，PBI 25項

目は「程度の差はあっても」（この点がのちに問題になる）相互に相関している。類似のことを評価しているの

ではないだろうか。父がどれほど喜んで子と「話をした」かが最重要課題ではないと彼女たちは考えた。むしろ

「暖かく優しくて，子の問題や悩みに理解を示し，子が不安な時には安心を与えてくれ，適切に褒めてくれ，決

して冷たくない」対応の総体（ここが重要！）が重要なのであろう。個別の親によってその現れ方に差はあろう。

ある親はとても暖かいし，別の親は褒め上手かもしれない。暖かい親も褒め上手な親も子の問題に理解を示す可

能性は高い。こうした全体像が「ことの本質」なのだと彼女たちは考え，「ことの本質」を評価する統計法はな

いかと考え始めたのである。 
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2.  メンタルヘルス領域において測定する対象とは 

 

A クリックの助産師の考えた「ことの本質」こそがメンタルヘルス領域において測定する対象なのである。例

えば「抑うつ」が「ことの本質」だと考えてみよう。抑うつは様々な形で表に現れる。「よく流涙する」「気持

ちが落ち込む」「暗い表情をする」「何をしても楽しめない」「作業に集中できない」「疲れやすい」「夜，眠

れない」「食欲がでない」「体の動きがゆっくりしている」などさまざまである。このうちどれが抑うつ状態の

本質であろうか。「気持ちが落ち込む」が最重要だとも考えられるが，気持ちが落ち込んでも快眠・快食で趣味

にも興じ，仕事にも集中できている状態を抑うつ状態の本質だとは考えない。「気持ちも落ち込み，表情も暗く，

流涙し，仕事にも集中できず，何にも興味を持てず，食欲や睡眠にも問題が発生するような総体」を抑うつの本

質であると考えるのが精神病理学の基本であった。つまり，メンタル領域の「ことの本質」は観察可能なひとつ

の事柄で表示できるものではない。むしろ，多数の観察事項（そこには個人の内的体験の供述も含まれる）から

その存在が「推定」できる抽象的概念が「ことの本質」なのである。 

「悲しい」「嬉しい」「恥ずかしい」「腹立たしい」「怖い」など，個人が内的に体験するが外部には必ずし

も表現しない（外部から直接観察できない）事柄も，「ことの本質」の一部を構成する。こうした体験は本人の

供述を待って初めて観察の対象となる。そしてこうした内的体験がメンタルヘルス領域の研究対象のなかで最も

重要で多くの部分を占めているのである。 

「悲しい」「嬉しい」「恥ずかしい」などの内的体験は本人が内部で体験するものであるから，本人の用いる

言語表現に依拠することになる。同じ用語（例「つらい」）であってもその意味する内容や範囲は異なる。従っ

て，面接（直接観察）でこれを確認する際には，対象者の用いている言葉を面接者が確認する作業は不可欠とな

る。「いま，友人の C さんに毎日会うのはウザイと言われましたが，それは・・・・・という意味ですか」とい

った質問が大切になる。アンケート用紙でこうしたいちいちの確認はできない。そこで類似の表現を複数準備し，

それらへの回答を「合わせて」その個人のその現象への回答と考える。「辞職したくなることがどれだけありま

すか」「現在の職場でこれからもずっと勤務していたいと思いますか」「この 1 ヶ月にどれほど強く辞表を出し

たいと感じましたか」について，それぞれ 5 段階の選択肢から選ばせたとしよう。この 3 つの設問はほとんど

同じことを訊いている。しかし，3 つのそれぞれの質問を読んだ時の個人の感じ方には個人差があり，反応にも

個人差がある。そこで同一の事柄を聞くにも複数（統計学的にはできれば 3 つ以上）の設問 (multi-item) で評

価して行くことが，確度の高い評価方法であると考えられる。 

 

3.  見える現象から見えない概念へ 

 

高校生の期末試験を例にとってみよう。「高校生の学力」という用語を日常的に使っている。しかし，実際に

は（例えば） 6 つの独立した教科の期末試験得点が手許にあるだけである。「化学」「物理」「数学」「国語」

「地理」「歴史」の 6 教科の得点の単純合算は本当に高校生の学力を表しているのだろうか。全教科の合算点で

は個々の生徒の特徴は描けない。しかし，6 つの教科のそれぞれの得点を羅列しただけでは，総合評価はできな

い。個性があることは認めつつ，総合的評価をしたい（例えば校長表彰の学生を 1 名のみ選抜する客観的指標が

欲しい）という状況はさまざまな場面で起こるものである。そこで 6教科の期末試験と結果の相関係数を求め，

その一覧表 (matrix) を見てみよう。架空のデータが以下に示す表 9-3 である。 
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表 9-3. 高校生の各教科の成績の相関 

 

 化学 物理 数学 国語 地理 

化学 ---     

物理 .94 ---    

数学 .89 .92 ---   

国語 .12 .22 .04 ---  

地理 .24 .08 .11 .88 --- 

歴史 .18 .26 .21 .98 .84 

 

相関係数を眺めてみるといくつかの特徴が分かる。まず，化学の得点，物理の得点，数学の得点の 3 つはお互

いに強い相関関係にある。第 2 に，国語の得点，地理の得点，歴史の得点の 3 つもお互いに強い相関関係にあ

る。そして，前者のグループのいずれかと後者のグループのいずれかとの相関はどれも非常に弱い。 

 

図 9-1. 高校生の教科と理系能力・文系能力 

 

直感的に考えると，6 つの教科は 6 つの別個の能力を評価しているのではなく，おそらく大きく分けて 2 つ

の能力（どのように命名するかは後の作業として）に分類できるであろう。化学の得点，物理の得点，数学の得

点は独立した（無相関の） 3 つの能力を測定しているのではなく，ひとつの能力の多少とも異なる側面を評価し

ているのであろう。国語の得点，地理の得点，歴史の得点についても同様のことがいえる。つまり 2 つの潜在的

な変数があり，それ自体は直接に測定できないが，3 つの教科を直接評価することから「推定」できると考えら
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れる。観察される事柄の背後に「本質的なもの」があると考えるのである。この潜在変数を因子 (factor) とい

う（図 9-1）。 

次にこの潜在変数（因子）に名称をつけなければならない。名称の付け方に統計学は何の示唆も与えてはくれ

ない。もっぱら研究者のセンスで付けるのである。科学の得点，物理の得点，数学の得点を「理系能力」，国語

の得点，地理の得点，歴史の得点を「文系能力」と命名してもよいであろう。あるいは「デジタル型能力」「ア

ナログ型能力」も良いかもしれない。「対物的理解力」「対人的理解力」でも良いだろう。こうした判断を統計

学で行う手法が探索的因子分析 (exploratory factor analysis: EFA) である。多数ある観察変数が実はそれより少

数の潜在変数の現れであることを確認し，その構造を見て行くのが探索的因子分析である。 

探索的因子分析でそれぞれの因子が各項目とどのように関連しているのかを示すのが因子負荷量 (factor 

loading) である（表 9-4）。詳細は後述するが，表のような形式で表される。因子負荷量は -1.0 から +1.0 の

間の値を取り，絶対値が 1.0 に近づくほどその項目がその因子をよく表示していると考えられる。因子負荷量が

高いものを集めて項目のグループを作るのである。 

 

表 9-4. 高校生の教科成績の因子分析と因子負荷量 

 

 因子１ 因子２ 

化学 .80 .15 

物理 .75 .22 

数学 .72 .34 

国語 .31 .85 

地理 .16 .78 

歴史 .25 .86 

寄与率 23% 18% 

 

脳を臓器として研究する神経内科学や脳科学の領域では，直接観察できる「何か」（細胞や組織の形態，血流

量，脳波，脳内の物質濃度など）に最大限の重要性が与えられる。メンタルヘルス研究の手法が脳科学研究の手

法と大きく異なるのが，こうした抽象概念を研究の前面に押し出す点であろう。しかし，通常の医学研究でも潜

在的因子の設定を行っている場面は，実は多くある。肝臓の機能の良否を見るのに，GOT（グルタミン酸オキサロ

酢酸トランスアミナーゼあるいは AST：アスパラギン酸アミノ基転移酵素），GPT（グルタミン酸ピルビン酸転移

酵素あるいは ALT：アラニントランスアミナーゼ），LDH（乳酸脱水素酵素）など多くの肝臓由来の酵素を測定す

る。これら酵素は肝臓の独立した機能を評価しているのではなく（相関係数がゼロではない），「肝臓の機能」

というひとつの指標では測定しにくい「何か」を複数の指標で測定しようとする努力の現れである。 

こうした例は他にも多くみられる。心機能や腎機能もひとつの指標で 100% 表示できるものではない。しかし，

複数の指標が全く独立した「何か」を表示していると推定するのも不自然である。ひとつでは測定できないがな

おある臓器の機能全般という概念を設定したほうが研究や臨床に役に立つ。 

ではＡクリニックの助産師が取り扱った PBI の 25項目は一体いくつの潜在変数から作られているのであろう

か。各因子はどのような項目から構成されているのか。そして潜在変数を確認することで，彼女たちが主張した

かった「うつ病発症における児童期の被養育体験の影響」を証明できるようになるのであろうか。  
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2  探索的因子分析の基礎                            

 

探索的因子分析の詳細について解説する前に，その手続きの流れを述べておこう。 

 

(1) 解析する項目（変数）の選定 

(2) 因子抽出法の決定 

(3) 因子数の決定 

(4) 初期解の計算 

(5) 因子軸の回転 

(6) 因子の解釈 

 

再度，高校生の 6 教科期末試験の結果を見てみよう。探索的因子分析の作業結果をイメージとして表すと以下

のようになる。計算の結果（詳細は後述），2 つの因子が出現し，その因子負荷量のパターンから第 1 因子を「理

系能力」，第 2 因子を「文系能力」と解釈した。たしかに理系の能力や文系の能力は十分考えられる概念である。

化学の期末試験成績は理系能力が高い学生ほど高い傾向にあるであろう。また文系の能力が高い学生の国語の期

末試験成績は高い傾向があるであろう。直接に観察することはできないが想定できる「何か」を共通因子 

(common factor)，あるいは単に因子 (factor) という。これが因子分析における約束である。化学の期末試験

の点数，物理の期末試験の点数，数学の期末試験の点数はいずれもその多くの部分は共通因子 Factor 1 で規定さ

れるのである。この規定の程度が因子負荷量（β11, β12, ……………β62）である。各項目の得点が共通因子

によって規定される程度を因子負荷量という。因子負荷量は +1.0 と -1.0 の間の値を示す。 

ところで，ひとつの変数の値がひとつの共通因子のみで決まるものではない。歴史の得点の 100% が文系能力

で規定されるものではなく，数字を記憶するなどの理系能力で決まる部分も（わずかではあるが）存在するであ

ろう。2 つの因子が抽出された場合，各変数をその因子負荷量で平面上にプロットすることが出来る。図 9 -2 を

見てみよう。これが因子負荷プロットである。各変数がどの因子からどれほど影響を受けているのかが視覚的に

理解できる。そして平面の上で，歴史の得点，地理の得点，国語の得点の 3 変数が非常に近いところに位置し，

一方，化学，物理，数学の 3 教科の得点を表す変数が相互に近い位置に布置されていることが明らかになる。ま

た前者の 3 変数と後者の 3 変数はずいぶんと離れた位置にあることも分かる。加えて，例えば文系能力グルー

プの変数の中でも国語の得点はわずかではあるが理系能力グループに近い位置にあることも見てとれる。ただし，

因子数が 2 を超えるとすべてを図示することは困難になる。 

なお，今回は 6 教科の 2 因子への因子負荷量がすべて正の数であったので，各因子の範囲はゼロから 1.0 の

範囲で記載した。現実には負の因子負荷量を示すことも多いので，因子負荷量のプロットは両軸とも -1.0 から 

+1.0 の間を示すことになる。 
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図 9-2. 因子負荷量プロット 

 

さらに，個人の内側にある共通の能力以外で規定される部分もある。例えば，家族で必ず歴史大河ドラマを見

る家庭であれば，学生個人の能力とは無関係のところで（他の同等の文系能力を有している学生に比べて）有利

な環境に置かれているといえよう。こうした学生の歴史の得点はさらに高めに現れる。こうした要因を独自因子 

(unique factor) という。独自因子は変数ごとに異なる。つまり，各教科の試験成績 (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6) は共

通因子（のすべて）からの影響と各々の独自因子からの影響の 2 つで出来上がっていると考えられる。  

 

図 9-3. 共通因子と独自因子 
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観察できる変数を観測変数 (observed variable) といい，長方形（あるいは正方形）で表記する習慣になって

いる。一方，観察できず推定している変数を潜在変数 (latent variable) といい，楕円形（あるいは円形）で表記

する。図 9-3 で示すように，研究者が測定している観測変数（例えば Y1）は第 1 因子 (f1) および第 2 因子（f2）

からの要因と独自因子 (e1) からの要因の「合わせ技」で現れている値なのである。共通因子は「共通」という名

称が示すように，6 つの観測変数を横断的に同一の因子として影響している。ただし，観測変数ごとにその因子

負荷量が異なる。一方，独自因子は観測変数ごとに別個のものである。 

探索的因子分析のイメージを式で表現すると次のようになる。 

 

𝑌1 =  β11𝑓1 + β12𝑓2 + 𝑒1 

 

𝑌2 =  β21𝑓1 + β22𝑓2 + 𝑒2 

 

𝑌3 =  β31𝑓1 + β32𝑓2 + 𝑒3 

 

𝑌4 =  β41𝑓1 + β42𝑓2 + 𝑒4 

 

𝑌5 =  β51𝑓1 + β52𝑓2 + 𝑒5 

 

𝑌6 =  β61𝑓1 + β62𝑓2 + 𝑒6 

 

さて，（現実にはありえないが）仮に独自因子が皆無で，かつ因子は 1 つしか抽出されなかった場合を想定し

てみよう。この場合，すべての変数について因子負荷量は 1.0 になる。つまり単独の因子ですべての変数の分散

の 100% を説明できるのである。ところが，現実にはすべての変数の分散の一部を各々の因子が説明している。

各々の因子が分散を説明している程度をその因子の持つ寄与率という。ある因子について各変数についての因子

負荷量を 2 乗したうえで加算した値は最大で，因子分析で扱っている変数（アンケートの場合なら項目）の数に

等しくなる。そこでこの値を変数の数で割ったものがその因子の寄与率（因子寄与率 proportion of variance 

explained）である。各因子の寄与率を加えあわせると 1.0 (100%) になる。 

次に各観察変数ですべての因子負荷量を 2乗してから足し合わせた値が共通性 (communality) である。各変

数がその因子分析で出てきたすべての因子で説明される率である。1 から共通性を引いた値が独自性 

(uniqueness) である。ただしこれは後述する直交解に限定していえることである。 

共通性が著しく低い変数は他の変数と無関係のものと考えられるので探索的因子分析から排除することも一案

であろう。あるいはその項目が重要な内容を持っているなら，それと類似の変数（項目）をいくつか加えること

も考えるべきである。 

共通性の値は 0.7 以上が理想であるが，現実には 0.4 から 0.7 位であれば許容できる。共通性が 0.4 を

下回る変数があれば慎重な検討が必要である。慎重な検討が何かは研究状況によって異なるので明示しにくい部

分である。  
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3  探索的因子分析の手順                             

 

1.  解析する項目（変数）の選定 

 

探索的因子分析は複数の項目（変数）が（項目数より少ない数の）いくつかの因子を表現しているものである

ことを示す手法である。対象とする項目の選び方が結果を大きく左右する。たとえば，同一の被験者について 100 

個の項目について探索的因子分析を行い，3 つの因子が出てきたとしよう。そこのそのうちのひとつの因子に高

い因子負荷量を持った 25個の項目に絞って（他は除外して）探索的因子分析を行ったとすると，再び数個の因子

が抽出されるのである。例えば Kitamura et al. (1995)2は精神科病院に入院してきた約 580 名の「精神病性障害」

患者（妄想，幻覚，思考形式の障害，緊張病性症状，陰性症状のいずれかを呈する者）の症状を約 70 個の変数

で評価し，これに探索的因子分析を行った。その結果，症状は (a) 陽性症状 (b) 陰性症状 (c) 躁症状 (d) 抑

うつ症状 という 4 つの因子から構成されることが明らかとなった。そこで Kitamura et al. (1998) 3は幻覚，妄

想，思考形式の障害，緊張病性症状といういわゆる陽性症状のみを対象として探索的因子構造を繰り返した。す

ると陽性症状は (a) 自我境界の希薄化 (b) 緊張病性症状 (c) 心気症状 (d) 偏執的症状 (e) 誇大的症状 (f) 

幻視 の 6 つの因子に分かれたのである。 

多数の項目を分ける場合と，その中で選ばれた症状を分けるのでは結果が異なる。因子分析は類似の変数どう

しを同じ因子に分類できる。似ていない変数は別の因子に分けられる。似ているか違うかは相対的なものである。

探索的因子分析の対象に含められた変数の中で「似ているか違うか」が判断される。従って，ある項目群をひと

つの因子にまとめたければ，毛色の違う他の項目を多く混ぜれば，所期の通りの因子構造を得ることができる。 

探索的因子分析の基礎は変数間の相関・共分散である。従って相関を求める際に要求される条件は探索的因子

分析でも当てはまる。探索的因子分析で用いる変数は比尺度あるいは評価段階の多い間隔尺度であるべきである。

そして変数が正規分布を示すことが望ましい。標準偏差があまりに小さい，歪度が著しい，値の分布が下限ある

いは上限に偏っている場合は探索的因子分析から外すべきである。歪度が大きい場合に値の変換などの対処を試

みることも一案である。 

 

 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△ 

裏技コーナー 

探索的因子分析をするには標本の大きさ（ケースの数）をどれほどにすればよいのか。安定した結

果を得るには，項目（変数）の 5 倍から 10 倍のケース数が必要だといわれている。例えば 25 項

目の自己記入式調査票であれば 250 名ほどの標本は必要だ。もっと多ければさらによい。もし標本

が小さければ，解析の対象とする変数を厳選しなければならない。 

もうひとつ考慮すべきは，探索的因子分析の後に確認的因子分析を行うことである。かつては探索

的因子分析だけで論文が書けた。今は確認的因子分析も同時に行う必要が広く認知されている。そこ

で必要なケース数はさらに 2 倍が必要である。例えば 25 項目の自己記入式調査票の検討をするの

                                                   
2 Kitamuera, T., Okazaki, Y., Fujinawa, A., Yoshino, M., & Kasahara, Y. (1995). Symptoms of psychosis: A factor-analytic study. British 

Journal of Psychiatry, 166, 236-240. 
3 Kitamura, T., Okazaki, Y., Fujinawa, A., Takayanagi, I., & Kasahara, Y. (1998). Dimensions of schizophrenic positive symptoms: An 
exploratory factor analysis investigation. European Archives of Psychiatry and Clinical Neurosciences, 248, 130-135. 
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に 1000 人規模の標本を集め，まず無作為にケースを 2 分する。そして一方のグループで探索的因

子分析を行い，その結果のモデルの検証を，もう一方のグループで行う。 

できればその 1000 人の対象のうち一定数（例えば 200 人）については一定間隔で同一テストを

実施し，試験再試験信頼性も同時に確認することが望ましい。こうした調査を行う場合，第 1 回の

調査のアンケートと第 2 回の調査のアンケートを，同一人物ごとに対応できる工夫が必須である。

対応のあるデータにしなければならない。 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△ 

 

 

2. 因子抽出法の決定 

 

解析の対象とする変数が決まればいよいよ計算に入る。探索的因子分析では共通性の推定と因子負荷の計算を

繰り返し，とりあえずの初期解を推定することから始まる。初期解の計算方法が因子抽出法である。因子抽出法

にはさまざまなものがある。SPSS では、「重み付けのない最小 2 乗法 (unweighted least squares)」「一般化

した最小 2 乗法」「最尤法 (maximum-likelihood method)」「主因子法 (principal axis factoring/principal factor 

analysis/common factor analysis)」「アルファ因子法 (alpha factoring)」「イメージ因子法 (image factoring)」

という 6 つの手法が挙がっている（表 9-5）。 

 

表 9-5. 因子抽出法 

 

因子抽出法 特徴 

重み付けのない最小２乗法 
本来のデータと因子分析のモデルから計算された予測値の共分散行

列の差を最小にする 

一般化した最小２乗法 
尺度の単位の影響を除くように重み付けをした最小２乗法。独自性の

少ない変数ほど大きい重み付けを与える 

最尤法 母数から計算される尤度を最大にする 

主因子法 第１因子から順に因子寄与を最大にする 

アルファ因子法 因子のクロンバックα係数を最大にする 

イメージ因子法 
ひとつの変数を他の変数からの重回帰分析で求めたうえで，その予測

変数のマトリックスから因子を抽出する 

 

このうちどれが良いかは学者の間で意見が一致していない。査読者からの批判がもっとも軽く，あっても回避

できる方法は最尤法であろう。もし最尤法が不適切な場合の次善の策は主因子法であろう4。 

                                                   
4 Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from 

your analysis, Practical Assessment, Research & Evaluation, 10, 1-9. 
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なお，SPSS の因子抽出法のデフォルトは主成分分析 (principal component analysis: PCA) になっている。主

成分分析は変数の情報をひとつの成分に凝縮する手法であり，探索的因子分析に酷似しているが別の統計手法と

考えるべきである。探索的因子分析の因子抽出の手法として使用すべきでない。 

また，探索的因子分析はデータから共通性を試算し，そこから因子負荷量を推定し，得られた因子負荷量をも

とに再度共通性を計算するという作業を何回も繰り返し，最終的に安定した結果を求める手法である。この計算

中に共通性推定値が 1.0 を超えるような場合は得られる解の信憑性が問われることになる。 

コンピュータにこうした反復を無制限に行わせると止まらなくなることがある。そこで SPSS では反復（収束

反復回数）を 25 回を上限と設定している。しかし，25 回の反復でも安定した解に収束しないこともある。収束

反復回数を研究者が指定できるので，場合によっては（警告文が出ることがある）これを 25回以上の値に設定し

直して再試行することも考えなければならない。 

なお，探索的因子分析と主成分分析のイメージを図で表すと以下のようになる。探索的因子分析は隠れた因子

を探索するが，主成分分析は観測変数のデータをひとつあるいは少数の成分に凝集しようとするものである。そ

して主成分分析では極力ひとつの成分で説明しようとする。 

 

 

図 9-4. 探索的因子分析と主成分分析 
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3.  因子数の決定 

 

1) 因子数の範囲 

潜在的な因子は直接測定できるものではない。概念として想定するものである。その数をいくつかにするかも

研究者が独自に設定できる。例えば，化学，物理，数学，国語，地理，歴史の 6 教科の得点の背後にある因子は

ひとつであると決めてもよい。優秀な学生ほど全教科の期末試験成績は良い傾向を示すという考え方である。各

教科の成績のバラツキはすべて独自因子が決定していると考える。図 9-5 にある唯一の潜在変数 f1 は「学生の

優秀さ」といった概念である。 

 

図 9-5. 1 因子構造 

 

因子の数は変数の数まで増やすことができる。化学，物理，数学，国語，地理，歴史の 6 教科の得点の背後に

6つの因子があると設定してもよい（図 9-6）。しかし本来，因子分析は多数の変数のデータを少ない数の因子で

説明しようとする目的に沿った解析である。おそらく各因子は高い因子負荷量を持つ対応する観測変数と一対に

なるであろう。従って，変数の数が 6 で因子の数が 6 であれば何のため因子分析をするのかが分からなくなる。

比較的少数の概念で複雑な現象を説明できる方が美しいと考えるのが科学であるとすれば，因子数は（合理的範

囲で）少数であることが望ましい。因子数は 1 から変数の数までの間の「適切な数」に設定するのである。「適

切な因子数の決定」についてもいくつかの手法が併存している。次に因子数の決め方について方策を検討しよう。 
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図 9-6. 6 因子構造 

 

2) カイザー基準 

因子抽出の際，変数と同数の因子があると設定して計算し，各因子に対し固有値 (Eigenvalue) を求める。第 1 

因子の固有値が最も大きく，以降の因子の固有値はそれより順に小さくなる。固有値が 1.0 以上の因子のみ計算

する方法がある。これがカイザー基準 (Kaiser criterion, Kaiser-Guttmann rule, Eigenvalue-one criterion, 

truncated principal components, K 1 rule) である。 

カイザー基準は SPSS のデフォルトに設定されている。しかし，標本が小さいあるいは標本誤差が大きい時に

カイザー基準は因子数をあるべき数より多めに推論してしまうという欠点がある。一方，因子間の相関が高いと

因子数を過少に推測してしまう。 

 

3) スクリー・テスト 

固有値の値をその大きい方から順に並べ，値を線で結ぶ。それから最下位固有値から上位の固有値に傾向線を

引く。この線よりも突然とびぬける因子をもって因子数とする。この図をスクリー・プロット (scree plot) とい

う。図には 25 項目の PBI 得点の因子の固有値を示している。破線が傾向線である。この線より明らかに上に出

ている固有値をしめしているのは，第 1 因子と第 2 因子である。第 3 因子と第 4 因子を採用するかは微妙な

ところであり，主観が入るところである。 

Scree test には付随する恣意性・主観性がある。そこで parallel analysis (PA) が提案されている。これに

は SPSS シンタックス文が準備されている5。 

                                                   
5
 Hayton, J. C., Allen, D. G., & Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exploratory factor analysis: A 

tutorial on parallel analysis. Organizational Research Methods, 7, 191-205. 
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図 9-7. スクリー・プロット 

 

Scree は山の斜面が崩れて岩の塊が堆積してものであり，固有値のプロットが絵として似ていることから命名

された。 

 

4) 解釈可能性 

因子分析の結果が研究者の想定したものであることが望ましいとすれば，それにもっとも合った因子数に設定

すればよい。これを解釈の可能性 (interpretability) という。主観的ではあるが，そもそも直接観察できない概念

を規定するわけであるから，重要な基準となる。 

 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△ 

裏技コーナー 

因子数の決定方法はいくつかの手法が教科書に記載されていて，実務的にどうしてよいか迷うこと

が多い。推奨できる方法は以下の手順である。 

(1) まずスクリー・テストを行う。スクリー・プロットを SPSS で記載させる。目で見て因子数

を決める。 

(2) カイザー基準を適応し，スクリー・テストで選抜された因子の中に固有値が 1.0 を下るもの

があれば（まずほとんどないが）それを排除する。 

(3) スクリー・テストで決めかねた場合（3 がよいか 4 がよいか等）は，それぞれの因子数の場

合の各変数の因子負荷量をみて，研究者の解釈が容易なものを選ぶ。 
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(4) この場合，ひとつの因子（大抵は最後の因子）に高い因子負荷量を持つ変数が 3 未満であれ

ば，因子数をひとつ減らして上記の (3) を繰り返す。 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

 

4.  因子の回転 

 

探索的因子分析で最初に出てくる結果は初期解である。25 項目の父親の PBI の因子分析の初期解を見てみよ

う。 

因子行列a 

 
因子 

1 2 

FPBI1 .670 .259 

FPBI2 -.561 -.301 

FPBI3 .698 -.226 

FPBI4 -.661 -.044 

FPBI5 .725 .250 

FPBI6 .776 .075 

FPBI7 .740 -.184 

FPBI8 -.465 .314 

FPBI9 -.522 .516 

FPBI10 -.549 .459 

FPBI11 .597 .343 

FPBI12 .697 .383 

FPBI13 -.138 .566 

FPBI14 -.753 .089 

FPBI15 .626 -.197 

FPBI16 -.582 .066 

FPBI17 .658 .312 

FPBI18 -.524 -.345 

FPBI19 -.029 .518 

FPBI20 -.198 .433 

FPBI21 .650 -.388 

FPBI22 .426 -.305 

FPBI23 .121 .399 

FPBI24 -.669 -.196 

FPBI25 .493 -.026 

因子抽出法: 最尤法 
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因子負荷量の表示をみてもピンとこないので，先ほどのように図として表示する（図 9-8）。横軸が第 1 因子，

縦軸が第 2 因子である。すると各変数は横軸上に並んだように配置されている。初期解は第 1 因子の分散を大

きくするように計算されている。つまり第 1 因子のバラツキを最大限にし，以降の因子のバラツキは小さくても

よいとする解析方法なのである。そのため第 1 因子の軸上に項目が左右に広がる形で配置されるのである。 

しかし，PBI の 25 項目の設問内容を考えながらよく見ると，ある傾向が見えてくる。図で赤く示してある設

問項目は，主として親の暖かさを問う項目であり，予想通り一カ所に凝集している。その下の緑で示してある設

問項目は，親が子の自律を尊重している程度を表す項目であり，これも集まっている。左の上方にある青で示し

た設問項目は親の過保護を問う項目である。その左下の灰色で示してある設問項目は，親の冷たさを問う項目で

ある。つまり，第 １ 因子にそって PBI の全項目が並び，右に行く（値が高い）ほど「良好な養育態度」を示し，

左に行く（値が低い）ほど「不良な養育態度」を表している。 

理論上，暖かい態度は冷たい態度と対をなしており，また自律尊重と過保護も対をなしている，前者の項目群

と後者の項目群は別個の次元であると，PBI の原作者 Parker は考えていた。よく見ると，暖かい態度と自律尊

重の態度は横軸で右に位置しているものの，置かれている場所は多少ではあるが上下に分かれている。同じよう

に，過保護な態度と冷たい態度は横軸上で左側に布置されているものの，両者は上下に分かれている。 

 

 

図 9-8. PBI 項目の因子分析《初期解》 

 

そこで，理論的に考えられる 4 つの項目群がきれいに別れ，さらに暖かい態度と冷たい態度の組がひとつの軸

上に並び，同じように過保護な態度と児の自主性を尊重する態度が別の軸上に並んでいれば，大変説明がしやす

い。 
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各変数の原点からの位置と変数間の相互の位置関係は変えずに上記のような軸関係を作りたい。そのためには

原点を中心にして 2 軸を（直角の関係を維持したまま）ゆっくり回転させればよい。図 9-9 の破線がそれであ

る。 

 

 

図 9-9. PBI 項目の因子分析《軸の回転作業》 

 

こうした上で，2 軸をタテヨコに戻し，それに合わせて変数の布置も移動したのが図 9-10 である。こうする

と暖かい養育態度を示す設問群が横軸の右端に，冷たい養育態度を示す設問群が横軸の左端に位置を取ることに

なる。一方，過保護な養育態度を示す設問群は縦軸の上方に，自主性を尊重する養育態度の設問群は縦軸の下方

にそれぞれ配置される。上図と数は軸の置き方が異なるだけで，各変数（設問項目）の原点からの距離は変わら

ず，また変数間の関係も変わっていない。こうした作業を回転 (rotation) という。 
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図 

9-10. PBI 項目の因子分析《軸の直交回転による因子負荷量プロット》 

 

これまで見た回転は 2 つの軸を直交させたまま回転を行った。これを直交回転 (orthogonal rotation) という。

4 群の設問群の差を際立たせるためには，2 軸の直角関係を保ったまま回転させるのではなく，ひとつずつの軸

を自由に回転させればよい。結果として 2軸には 90 度以外の角度を有することになる。次の図ではひとつの軸

が暖かい態度の項目群と冷たい態度の項目群のちょうど中央を横断するようにひかれている。一方，もう一本の

軸は過干渉の項目群の中央を走り，自主性尊重の項目群のすぐ脇を通っている。こうしたほうが研究者の意図す

る内容が明示できる。これを斜交回転 (diagonal rotation) という。各変数からの因子負荷量は，別の軸に平行に

走る線を当該軸に降ろした部分である。図 9 11 では PBI の第 23 項目からそれぞれの軸に破線矢印で下した部

分が因子負荷量である。 

 

 



 

 

367 

 

図 9-11. PBI 項目の因子分析《軸の斜交回転による因子負荷量プロット》 

 

また直交回転では 2 軸は 90 度の関係であったため相関はゼロ（cos 90⁰ = 0）であった。2 軸が 90 度でない

斜交回転では両軸間に相関関係が発生する。両軸の相関が強いということはそれぞれの軸が表現する概念が近似

のものだということができる。心理行動現象は多くが相互関係を持っている。両者が何の関連もない現象のほう

が稀であろう。そこでメンタルヘルス領域で因子分析を行う場合，因子の回転として斜交回転を選択することが

推奨される。もちろん，相関のほとんどない概念同士であれば斜交回転をしても結果は直交回転に近いものにな

る。軸の回転方法は様々な方法があり SPSS でもいくつか準備されている（表 9-6）。 

 

表 9-6. 因子分析における軸回転のさまざまな手法 

 

回転法 表記 特徴 

バリマックス VARIMAX 因子ごとの因子負荷量を最大にする。直交回転 

クォーティマックス QUARTMAX 
各項目の因子負荷量を全体値が 1 に近いものとゼロに近いものが多

くなるようにする。直交回転 

エカマックス EQUAMAX 各因子寄与が均等になるようにする。直交回転 

プロマックス PROMAX 
バリマックス回転によって得られた因子負荷量から仮説行列を作り，

そこからプロクラステス回転を行う。斜交回転 

直接オブリミン OBLIMIN 因子パターンを単純化する。斜交回転 
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▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△ 

裏技コーナー 

因子の回転は斜交回転を選択する。論文原稿の「解析」に「抽出される因子は相互に相関すること

が想定されるので斜交回転を選択した」といった趣旨の文章を添えればよい。直交回転を選択すると

「なぜ直交回転かその理由を述べよ」という査読意見が来る可能性があり，この査読意見には回答で

きない！ 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△ 

 

 

5.  因子の解釈 

 

最後に結果を解釈する。現れた各因子に概念付与をする作業である。この部分は統計が規定するものではない。

研究者がセンスを発揮する部分である。その学問領域における常識を駆使して，それぞれの因子に高い因子負荷

量を持つ変数を包括的に示す概念を決定する。 

今回の PBI の例で見てみよう。当初に出ていた初期解では多くの変数が第 1 軸上に横並びになっていた。第 1 

軸を「良好な養育 vs. 不良な養育」と命名するのは容易だ。しかし，第 2 軸に高い因子負荷量を示す変数は少

なく，その解釈は苦しいものになる。ここでは「介入的養育 vs. 放任的養育」としてみたが，しっくりは来ない。

直交解（実はバリマックス回転）の結果では，まず第 2 軸が明らかに「過干渉 vs. 自主性尊重」と判断できる。

一方，その第１軸はその右に暖かい養育態度群と自主性尊重養育態度群が混在し，その左は冷たい養育態度群が

位置している。やむなく「積極的養育 vs. 消極的養育」としてみた。最後に斜交解（実はプロマックス回転）の

結果は，ずっと説明しやすく，第 1 軸が「暖かい養育 vs. 冷たい養育」，第 2 軸が「過干渉 vs. 自主性尊重」

と解釈できた。 

 

表 9-7. PBI の因子分析の軸の回転と解釈の方法 

 

 第１軸 第２軸 

初期解 良好な養育 vs. 不良な養育 介入的養育 vs. 放任的養育 

直交回転 積極的養育 vs. 消極的養育 過干渉 vs. 自主性尊重 

斜交回転 暖かい養育 vs. 冷たい養育 過干渉 vs. 自主性尊重 

 

重要なことは，いずれの解においても各変数の原点からの距離と変数間の相対的位置関係は不変であり，単に

軸の設定が変更されているだけであるという点である。実際のデータをどう見るかの切り口を提供するのが軸の

回転である。どの回転を用いるのも自由である。さまざまな回転を試し，理論に最も適合するものを選べばよい。

もし迷うのであれば斜交解を採用するのが最も危険が少ない。 
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裏技コーナー 

探索的因子分析を行って現れる因子にはある「癖」がある。多くの研究者が知っていて，なお，ほ

とんどの参考書に記載されていない重要事項である。それは「逆転項目は独立した因子を形成する」

傾向があるという点だ。 

上記の PBI の因子構造では，暖かい養育態度項目と冷たい養育態度項目は意味としては単純に同

一概念の肯定型と非定型であり，一因子上で正の方向と負の方向に配置されて当然である。過干渉的

養育態度と児の自主性を尊重する養育態度の関係も同様である。しかし，逆方向の変数（反転項目変

数）は別途の独立した因子を形成しやすい。過去の PBI の因子構造に関する研究では「過干渉 vs. 自

主性尊重」の軸が 2 因子からできているという研究が多い。この場合，(1) 標本を大きくし (2) 探

索的因子分析に加え，確認的因子分析を行い，理論との整合性を求めるべきである。 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△ 

 

 

6.  因子得点 

 

少数の概念を表示する因子が出てきたからには，そうした概念と他の変数との関係を，これまで習得した統計

法で見てみたくなる。つまり，観察できなかった抽象概念に数値を与えようとする試みである，こうして作った

変数を下位尺度 (subscale) という。下位尺度を作るには大きく分けて 2 つの方法がある。ひとつはある因子に

高い因子負荷量を示す変数のみ集めて，その得点を単純に加算・合計する方法である。いまひとつは統計で因子

得点を求める方法である。 

前者の方法は手計算が可能で簡便である。多くの研究でこうした手法がとられる。特に因子分析の結果を臨床

に適用する場合に多く使われている。しかし，本来は独自因子の影響を省き，共通因子の影響だけを抽出するの

が因子分析の目的であった。因子という共通の，そして抽象的概念を数的に取り扱うのが因子の考え方であった。

因子負荷量は変数（項目）によって異なる。つまり独自因子の影響（独自性）は変数ごとに違う。にも拘わらず，

変数の得点に重みもつけずに合算することは，独自因子の影響を入れた値を求めているのである。変数に重み付

けをした上で下位尺度の得点を求めるのが因子得点である。 

ただし因子得点は項目得点に因子負荷量を掛けあわせて合算すればでるものではない。SPSS ではシンタックス

文から計算ができる。この値は平均値をゼロ，標準偏差を 1 とした，標準化された値で表示される。 
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4  SPSS の実際                               

 

PBI の 25 項目（PBI の変数の作成については第 8 章参照）の探索的因子分析を SPSS を用いて実行してみよ

う。まず，「分析 (A)」をクリックしてそのプルダウン・メニューの中から「次元分解」を選ぶ。その下位のプ

ルダウン・メニューから「因子分析 (F)」をクリックする。 

 

 

 

「因子分析」のダイアログ・ボックスで，変数一覧表から FPBIR1 から FPBIR25 までを選びクリックして色

を反転させ，上の → をクリックしてこれらの変数を「変数 (V)」に移動する。 
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さらに「記述統計 (D)」をクリックして「因子分析：記述統計」のダイアログ・ボックスを出し，ここで「初

期の解 (I)」を選び，その前の□をクリックして ✓ を付ける。そして「続行」をクリックして「因子分析」のダ

イアログ・ボックスに戻る。 

 

 

 

次に「因子分析」のダイアログ・ボックスの中の「因子抽出 (E)」をクリックして「因子分析：因子抽出」の

ダイアログ・ボックスを開く。ここではまず，「方法 (M)」のプルダウン・メニューから「最尤法」を選ぶ。「方

法 (M)」のデフォルト・メニューは主成分分析になっているので，くれぐれも注意する。さらに「表示」から「回

転のない因子解 (F)」（つまり初期解）と「スクリー・プロット (S)」を選び，その前の□をクリックして ✓ を

付ける。「抽出の基準」は「因子の個定数 (N)」を選び，「抽出する因子 (T)」に「2」と入れる。そして「続行」

をクリックして「因子分析」のダイアログ・ボックスに戻る。 

 

 

 

「回転 (T)」を選び，クリックして「因子分析：回転」のダイアログ・ボックスを出す。ここで「方法」のな

かで「プロマックス (P)」を選ぶ。そして「続行」をクリックして「因子分析」のダイアログ・ボックスに戻る。 
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「オプション (O)」をクリックして，「因子分析：オプション」のダイアログ・ボックスを出す。ここで「欠

損値」の中で「リストごとに除去 (L)」を選び，また「係数の表示形式」は「サイズによる並び替え (S)」を選

ぶ。そして「続行」をクリックして「因子分析」のダイアログ・ボックスに戻る。 

 

 

 

「貼り付け (P)」クリックしてシンタックス文を作る。 
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これを選択実行する。結果を見てみよう。まず各変数の共通性が現われる。 
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共通性 

 初期 因子抽出後 

FPBIR1 1.000 .539 

FPBIR2 1.000 .455 

FPBIR3 1.000 .548 

FPBIR4 1.000 .479 

FPBIR5 1.000 .609 

FPBIR6 1.000 .631 

FPBIR7 1.000 .590 

FPBIR8 1.000 .388 

FPBIR9 1.000 .567 

FPBIR10 1.000 .552 

FPBIR11 1.000 .509 

FPBIR12 1.000 .648 

FPBIR13 1.000 .462 

FPBIR14 1.000 .598 

FPBIR15 1.000 .449 

FPBIR16 1.000 .373 

FPBIR17 1.000 .553 

FPBIR18 1.000 .435 

FPBIR19 1.000 .411 

FPBIR20 1.000 .345 

FPBIR21 1.000 .592 

FPBIR22 1.000 .308 

FPBIR23 1.000 .289 

FPBIR24 1.000 .521 

FPBIR25 1.000 .275 

因子抽出法: 最尤法 

 

次に固有値が現われる．「初期の固有値」を見ると，第 1 因子の固有値が 8.873 であるのを筆頭に第 25 因

子までの固有値が表示されている。後の因子になるとその固有値はほとんど同等の小さな値が並んでいることに

気が付く。今回は因子数を 2 に強制している。第 1 因子および第 2 因子の固有値が 1.0 を越えている（カイ

ザー基準）ことをまずは確認しよう。また「因子が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得るこ

とはできません」との警告文がある。負荷量平方和は因子寄与を指している。「抽出後の負荷量平方和」は回転

前の因子寄与を表している。寄与率は「分散の %」および「累積 %」を見る。しかし斜交回転ではここは無視す

る。「回転後の負荷量平方和」はプロマックス回転後の因子寄与を各因子で表示している。 
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説明された分散の合計 

成分 

初期の固有値 抽出後の負荷量平方和 

回転後の負荷量

平方和a 

合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 合計 

1 8.873 35.494 35.494 8.873 35.494 35.494 8.380 

2 3.253 13.010 48.504 3.253 13.010 48.504 5.581 

3 1.512 6.050 54.554     

4 1.192 4.769 59.323     

5 .881 3.526 62.849     

6 .837 3.350 66.199     

7 .831 3.324 69.523     

8 .769 3.078 72.600     

9 .699 2.796 75.396     

10 .640 2.558 77.955     

11 .632 2.530 80.484     

12 .564 2.256 82.740     

13 .520 2.081 84.821     

14 .500 2.000 86.821     

15 .416 1.665 88.486     

16 .381 1.523 90.009     

17 .366 1.463 91.472     

18 .339 1.356 92.828     

19 .319 1.277 94.105     

20 .303 1.212 95.317     

21 .291 1.163 96.480     

22 .256 1.025 97.505     

23 .240 .958 98.463     

24 .203 .810 99.273     

25 .182 .727 100.000     

因子抽出法: 最尤法 

a. 成分が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。 

 

因子のスクリー・プロットは，因子の固有値を第 1 因子から並べて線を引いたものである。第 1 因子と第 2 因

子の固有値は飛びぬけて大きいので，少なくとも 2 因子以上であることは確実であろう。問題はさらにもう 2 つ

の因子の存在を認めるか否かである。実際には，2 因子構造，3 因子構造，4 因子構造で各々因子負荷量を求め，

理論的に解釈しやすい方を選ぶ。 
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「因子行列」は初期解の因子負荷量のパターンを示している。「因子行列」を飛ばし，「パターン行列」を見

る。ここがプロマックス回転後の因子負荷量を表示している。論文原稿に記載する因子負荷量はこの部分である。

表の最終行に「回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法」と記載されていることから，この因子分析はプ

ロマックス回転を行っていることが分かる。さらに最終行には「3 回の反復で回転が収束しました」との記載も

ある。探索的因子分析では共通性を試算し，そこから因子負荷量を推定し，この作業を安定するまで繰り返すが，

その収束反復回数が 25 回以内に収まっていることを示している。 

因子負荷量を見てみよう。第 1 因子への因子負荷量は FPBI12 という変数が最も大きく，この変数が第 1 行

に挙げてある。そして因子負荷量の全体値に大きい順に以下，掲載されている。これは「因子分析：オプション」

のダイアログ・ボックスで「係数の表示形式」「サイズによる並び替え (S)」を選んだ結果である。 
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ﾊﾟﾀｰﾝ行列a 

 
成分 

1 2 

FPBIR12 .859 .189 

FPBIR5 .799 .050 

FPBIR17 .786 .137 

FPBIR11 .765 .184 

FPBIR1 .757 .067 

FPBIR6 .726 -.147 

FPBIR2 -.722 -.168 

FPBIR24 -.720 .005 

FPBIR18 -.712 -.210 

FPBIR4 -.615 .159 

FPBIR14 -.586 .327 

FPBIR7 .525 -.393 

FPBIR16 -.475 .241 

FPBIR3 .459 -.429 

FPBIR25 .425 -.184 

FPBIR15 .413 -.391 

FPBIR13 .327 .736 

FPBIR9 -.087 .715 

FPBIR19 .408 .678 

FPBIR10 -.159 .667 

FPBIR20 .197 .635 

FPBIR21 .297 -.604 

FPBIR8 -.163 .541 

FPBIR23 .462 .508 

FPBIR22 .150 -.479 

因子抽出法: 主成分分析  

 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法 

a. 3 回の反復で回転が収束しました。 

 

次の構造行列はプロマックス回転後の、各変数と因子の相関係数を示すものである。因子負荷量ではないので

無視する。 

最後の成分相関行列は斜交回転して出来た因子間の相関係数を示している。今回の 2 因子は r = -0.388 の相

関があることが分かる。直交回転では因子間相関をゼロに設定しているので，「因子間相関行列」は不要である。 
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成分相関行列 

成分 1 2 

1 1.000 -.388 

2 -.388 1.000 

因子抽出法: 主成分分析   

 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法  

 

ところで因子得点を出したいときは，「因子分析」のダイアログ・ボックスから「得点 (S)」を選び，「因子

分析：得点」のダイアログ・ボックスで「変数として保存 (S)」の前の□をクリックして✓をつける。 

 

 

 

その結果はデータファイルの変数ビューの最終行に表示される。FAC1_1 が第 1 因子の因子得点であり，

FAC2_1 が第 2 因子の因子得点である。このままデータファイルを上書き保存すれば，以降の計算で因子得点を

利用することができる。 

 

 

 

ここでは変数名を Paternal Care vs. Indifference と Paternal Overprotection vs. Respecting autonomy と変

更した。 

 

 

 

ところで，これまでの計算は父の PBI 項目の因子分析であった。同様に母の PBI 項目についても同じ作業をし

てみよう。 
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▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△ 

裏技コーナー 

上手な探索的因子分析の手法は次のようにまとめることができる。 

(1) 項目数の 5倍できれば 10倍以上のケースを集める 

(2) 因子の抽出法は最尤法を採用する 

(3) 因子数の決定はスクリー・テストを実施し，残った因子の固有値が 1 を越えていることを確認

する 

(4) 因子の回転は斜交回転を用いる 

(5) 1因子に最小 3つの変数が高い因子負荷量を示すことを確認する 

(6) 因子負荷量の高い変数が 3未満である因子があれば，因子数をひとつ減らして再度実施する 

(7) 探索的因子分析の後で確認的因子分析で因子構造を確認する 

(8) 因子の解釈では「逆転項目が独立因子を形成する」傾向に注意する 

(9) 以降の計算は個別項目を用いず，下位尺度を用いて計算を行う 

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△ 
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5  どのような時に探索的因子分析をするのか               

 

A クリニックの助産師たちは，産後うつ病の重症度が児童期の被養育体験に関連しているという仮説を抱いた。

A クリニックの助産師たちは，PBI に挙げてある 25 個の項目はそれぞれ微妙に違う養育のニュアンスを測定し

ているものであるから，25 個の各項目得点を産後 1 ヶ月の EPDS 得点とどの程度相関しているかを見るべきだ

と考えた。しかし，いくつかの項目と EPDS 得点に相関があったものの多重比較の修正を行うと有意の相関はほ

とんどなくなってしまった。そこで PBI 25 項目について EPDS 得点を基準変数にして重回帰分析を行った。投

入方法をステップワイズにしたところ，父の PBI 25 項目では自由度調整済み R
2
 は 0.048 (P = .002)，母の PBI 

25 項目では自由度調整済み R
2
 は 0.107 (P = .000) であったが，項目ごとの予測力は父の PBI で「私といろい

ろな事を話すのを楽しんでいた」のみ，母の PBI で「暖かく優しい声で話しかけてくれた」と「物ごとを私に任

せてくれた」のみが有意の予測変数であった。彼女たちの言いたいことをもっと明確に伝える統計法はないので

あろうか。 

そこで彼女たちは父親と母親の PBI 25 項目を別個に因子分析し，それぞれ 2 因子を見出した。第 1 因子にケ

ア，第 2 因子に過干渉という変数名をつけ，因子得点を求めた。その上で EPDS 得点との相関を計算した。結

果は図 9-8 のようであった。 

 

表 9-8. EPDS と PBI の下記尺度得点の相関 

 

PBI の下位尺度 EPDS との相関係数 有意水準 

父のケア得点 -0.221 0.002 

父の過干渉得点 0.135 0.064 

母のケア得点 -0.221 0.002 

母の過干渉得点 0.218 0.002 

 

産後 3 か月目のうつ病重症度である EPDS 得点は父および母のケア得点が低いほど重症で，加えて母の過干

渉得点が高いほど重症であった。父の過干渉は有意の影響を認めなかった。3つの PBI 下位尺度はいずれの有意

の相関であった。多重比較の修正（α = 0.05/4 = 0.015）を採用しても上記の結果には影響がなかった。ここから

A クリニックの助産師たちの仮説は支持されたことになる。 

メンタルヘルス領域では基準変数が多数で説明変数も多数であることが多い。いちいちカイ 2 乗検定や t 検

定を行えば多重比較のハードルを越えられない。重回帰分析をすると思ったような結果が出ないことが少なから

ず発生する。こうした際に，基準変数群，説明変数群共に因子構造がどうなっているのかを確認する作業は大変

価値がある。これは「論文発表に望ましい結果」を産むだけでなく，「統計学的にも更に適切」な方法なのであ

る。 


