多変量解析実務コース
関連セミナーのご案内
■ 図と表で理解する統計・多変量解析法基礎セミナー

■ マーケターのための統計・データ分析入門セミナー
〈東京開催〉
2020年10月20日（火）〜21日（水）

2020年10月13日（火）〜15日（木）

2021年 3月 9日（火）〜10日（水）

2021年01月19日（火）〜21日（木）

JMA 100571

で検索

JMA 100255

お申込みについて

1

セミナーID（半角数字）

2

JMA 100256

スマートフォン
タブレットから

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/

一般社団法人
日本能率協会法人会員
員

外

全日程（3日間）参加

基礎編（2日間）のみ参加

135,000円/1名

93,000円/1名

156,000円/1名

104,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定はJMAマネジメントスクールのWebページ（https://school.jma.or.jp/）に
掲載しておりますのでご確認、同意のうえお申込みください。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

結!!
直結
実
務直
実務

統計解析フリーソフト「R」、
テキストマイニングソフト「KHcoder」による演習を実施

※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合わせください。
TEL：03（3434）6271

参加料 （消費税抜）

多変量解析
実務コース

で検索

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

会

データ分析スキルを習得

〈東京開催〉

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

日本能率協会 研修室（東京都港区芝公園）

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

会

期

３日間とも 10：00〜17：00
基礎編 第１日目・第２日目
応用編 第３日目

申込に関する問い合わせ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

TEL：03（3434）6271

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

月〜金曜日9:00 〜 17:00

E-Mail：seminar@jma.or.jp

ただし祝日を除く

東京

マーケティング分野
セミナー担当

※基礎編のみの参加も可能です

FAX：03（3434）5505

プログラム内容に関する問い合わせ先（企画担当）
TEL：03（3434）1410（直通）
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

参加定員 36 名（参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止に

日本能率協会 研修室（東京都港区芝公園）

講

師

大石 展緒 ㈱アイ・エム・シー開發 代表取締役社長
田窪 正則 ヒストリカルデザイン㈱ 代表取締役社長
中山 寛仁 クリエイティブエレメント㈱ 代表取締役

（敬称略）

特

徴

分析ソフトウエアの発達によって、多種多様な分析が手軽にできるように
なっています。反面、自社で行っている分析が適切であるかわからない、
という声を多くいただきます。本セミナーでは、基礎統計量からデータに
適した分析手法まで、多変量解析の枠組みを中心として、分析手法の
概念、得られた結果の適否や、解釈の仕方について、解説や実習を行い
ます。

対

象

・各企業のマーケティングリサーチ担当の方々
・経営企画・マーケティング企画等の部門の方
・商品開発、広告、宣伝、販促などマーケティング戦略立案のために
データ活用について学ぼうとお考えの方々

未開拓領域を花開かせる

変革運動、経営理念を体現する
人づくり、ダイバーシティ経営、
新しいチャレンジを進めるプロ
ジェクトなど、人・組織の力を
結集する様々な取り組みを対象
にした表彰制度です。

会員制度のご案内
一 般 社 団 法 人日本 能 率 協 会は法 人を
対象とした法人会員制度を設け、セミ
ナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。是 非この機会に
ご入会をご検討ください。
詳細は
https://www.jma.or.jp/membership/

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に合わせた
1 プログラム内容

3 研修結果を
継続させる仕組み

2
4

実践力のつく
演習・ディスカッション

多様な業界、
業種と交流

（ソフトインストール可能なPCを1台お持ちください。）

場

させていただく場合がございます。）

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング、営業、開発、設計、技術、生産、
購買・調達など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を開催
しています。また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

※PCによる演習あり

会

これから求められる経営モデルの提唱

KAIKA Awardsは、全社的な

2020年 9月15日（火）〜17日（木）
2021年 3月16日（火）〜18日（木）

実務に活かすデータ分析スキルを習得

多変量解析実務コース
基

プログラム

このような課題や要望をお持ちの方々にお奨めです
・ 企画や戦略に活用することを目的に、実務で使える分析手法を身につけたい
・ データ解析を行いたいが、手段や知識が無く、取り掛かることができない

コースの進め方

「データが増える一方で統計を用いた分析も今後やってみたいのですが、今さら統計学と言われても
よくわからないんですが…。」ビッグデータを前に、そのような悩みをお持ちではないですか？
多変量解析とはマーケティング上の知見を見出すための統計的技法の総称であり、データ解析には料理を
作るのと同じように、焼く、煮る、蒸す、揚げるといった調理方法の型が存在します。
多変量解析によってデータ(情報)を解析=調理する方法には大きく3つの型があり、
本セミナーでは、上記の3つの型から、データを実務に有効に活かす事を目的として、代表的な多変量解析を
実習しながら学んでいただきます。

ケーススタディを通した
分析結果の読み方

【対 象】

【分 解】

【分 析】

【含 意】

漠然とした
分析対象を

細かく
バラして

多変量解析を活用し
情報を整理するための3つの型

意味を
読み取る

平均値の差の検定
比率の差の検定
分散分析
カイ二乗検定

することで、人にアレとコレの意味の違いを分かる

多変量解析の基礎と体系

比較する手法

②関係性をみる手法（原因と結果で捉える）

【行 動】

回帰分析
ロジスティック回帰分析

戦略としての
アクション

③分類する手法（グルーピングして捉える）

関係性を見る手法

（原因と結果で捉える）

・平均値の差の検定
・比率の差の検定
・分散分析
・クロス表のカイ二乗検定

・回帰分析
・ロジスティック回帰分析

【経験・知識】

（グルーピングして捉える）

【受講者の声】
・ 統計の基礎がわかっている方には、一歩前に進むことができる内容です。
自社に戻ってからは、顧客の特性を数値・グラフ化して、共通の物差しで
測れるようにしてみたいと考えています。

・ データ分析中級者に向けたセミナーです。
初心者向けのコンテンツのある中、非常に骨のある内容
でした。

・ 基礎的な部分からしっかり学ぶことができたので、統計解析の基本を知る
こともできます。統計解析を社内に広めることにも役立ちそうです。今後は
もっと複雑なデータを使用して解析できるよう、学びを深めていきます。

・ 自社に戻ったら統計の勉強をしようと思います。
必ず業務に活かせるツールだと感じました。

展緒

株式会社アイ・エム・シー開發 代表取締役社長
元 愛知学泉大学 教授
一般社団法人日本能率協会 専任講師
専門：統計解析及びマーケティング
著書：「マーケティング意思決定（講談社サイエンティフィック）」
「販売予測入門（東洋経済新報社）」
「EXCELによる販売予測入門（日刊工業新聞社）」
「Amosで学ぶ調査系データ解析（東京図書）」 その他多数

■ 田窪

・因子分析
・クラスター分析
・コレスポンデンス分析

■ その他、応用的な分析について
・TURF分析
・テキストマイニング
（KHCODER（フリーソフト））

正則

ヒストリカルデザイン株式会社 代表取締役社長
一般社団法人日本BtoB広告協会
BtoBコミュニケーション大学
講師（マーケティングリサーチ担当）
専門社会調査士
著書：「SPSSで学ぶ調査系データ解析（東京図書）」

■ 中山

寛仁

クリエイティブエレメント株式会社
代表取締役
専門社会調査士
著書：「EXCELによる販売予測入門
（日刊工業新聞社）」

※1 昼食・休憩は12：00〜13：00の予定です。

■ 統計解析ソフト「R」
（フリーソフト）による演習
1日目・2日目の手法
＋
応用的な分析について

応用編では、
「R」を用いることにより、分析に
チャレンジする環境を提供いたします。
【携行品】下記条件のPCを必ずお持ちください。

・EXCELファイルの利用が可能
・ネット環境に接続可能
・ソフトウェア（「R」、テキストマイニングソフトウエア）が
インストール可能

・統計解析ソフト「R」「Rコマンダー」の使い方
・基本的な統計量の算出
・比較する手法の実践
・関係性をみる手法の実践
・分類する手法の実践
因子分析による企業や製品のポジショニング
因子分析とクラスター分析によるセグメンテーション

・共分散構造分析の考え方とモデルの指定の方法
・テキストデータ分析の実践
応用編のねらい
データ分析のスキル向上には、知識の習得と実践
が肝要ですが、初めて分析ソフトに触れる場合、以
下のような壁に当たることがあります。

■ 変数間の背後に潜む関係から変数を少
数の因子に縮約したり、サンプル同士
の類似性を手掛かりにサンプルを分類
します。

（敬称略）2016年4月現在

統計解析ソフト
「R」による演習

事前課題があります

■ 原因→結果の関係を定式化します。
影響力を把握することにより、原因を
変化させた時の結果の変化を予測でき
ます。

因子分析
クラスター分析
コレスポンデンス分析

分類する手法

■ 大石

編

・テキストマイニング
・共分散構造分析

■ 比較をすると大なり小なり差が生じま
すが、その差に本当に意味があるのか、
統計的な検定を行うことにより「差」が
明確になります。

見えてきた傾向や
共通 点から、その
意 味を探り、読み
取る。

ようにする。それが分析の基本となります。

講師のプロフィール

・平均、分散、標準偏差
・因果と相関と仮説
・データの尺度

（差異として捉える）

①比較する手法（差異として捉える）

アレとコレを分けた境界線を人が認識できるように

分析結果の解釈と
得られる知見

コースで扱う分析手法

データ解析とは分析対象を細分化し、再構成したものの中から比較したり
関係性を見ながら傾向や共通点を発見することです！！

地図がその境にある輪郭線で分かれているから

用

3日目（演習）

■ 分析を構成している概念の理解

①『比較する』手法、 ②『関係性を見る』手法、 ③『分類する』手法 となります。

こそ、人は物を認識できます。

応

各手法

本コースのねらい

分 析 の 解 像 度を上げる
ために、まずは分析対象
を細かくバラしてみる。

編

手法の概念の理解と必要なデータの学習

・ データ解釈が経験と勘に頼っていて、適切かどうかわからない
・ ビジネスデータや調査データがうまく活用できていない

礎

1日目・2日目（講義）

・ 社内で蓄積されているデータからどのように
準備したらいいのか？
・ 分析のオペレーションはどうしたらいいのか？
・ 数値がたくさん出力されているが何を見て、
どのように解釈すべきか？ 等
実際やってみると単純なのですが、
これだけでも
心理的なハードルが高くなってしまいます。
応用編の目的は、講座の中で実践を経験すること
により、今後、皆様方が取り組んでいく時のハード
ルを下げることにあります。
統計ソフトは、
フリーの統計ソフト「R」とそのパッ
ケージである「Rコマンダー」を使用し、初心者の
方でも操作しやすい環境で実践いたします。
※一部の手法は、
「Rコマンダー」で対応していないため、
記述されたコマンドを用いて演習を行います。

※2 内容は変更される場合があります。また、進行の都合によりプログラムの時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

多変量解析を基礎から学びたい方は、こちらもオススメです。

「図と表で理解する統計・多変量解析法基礎セミナー」
詳細はWEBをご覧ください

JMA 100255 で検索
■

