
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料④ 
検票・入力ルール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「第１回　技術者の働き方とキャリアに関するアンケート」検票・入力マニュアル

設問 回答形式
検票時の
チェック事項

入力時の
チェック事項

無回答
コード

非該当
コード

問１ a) Ｓ．Ａ． ・「その他」に記入が
ある場合は、７番にマ
ルをつける。

・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―

b) 自由回答 ・そのまま入力。 ― ―
問２ a) 数字を記入 ・そのまま入力。

・空白の場合は、無回答コードを入力。
-99 ―

b) 数字を記入 ・そのまま入力。
・空白の場合は、無回答コードを入力。

-99 ―

付問 Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問３ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問４ a)～c） Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問５ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問６ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問７ Ｓ．Ａ． ・「その他」に記入が

ある場合は、４番にマ
ルをつける。

・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―

問８ a) Ｍ．Ａ． ・「その他」に記入が
ある場合は、７番にマ
ルをつける。

・それぞれについて０/1で入力。
・b)で選択されたものは、a)でも選択され
たとみなす。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

b) Ｓ．Ａ． ・「その他」に記入が
ある場合は、７番にマ
ルをつける。

・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―

問９ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問１０ a) Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。

・「１～６」と「７」の両方が選択されている
場合は、「７」を非選択とする。
・b)で選択されたものは、a)でも選択され
たとみなす。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

b) Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。
・「１～６」と「７」の両方が選択されている
場合は、「７」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問１１ a)～f) Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問１２ 数字を記入 ・そのまま入力。

・空白の場合は、無回答コードを入力。 -99 ―
問１３ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問１４ 数字を記入 ・そのまま入力。

・空白の場合は、無回答コードを入力。 -99 ―



問１５ Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。
・「１～６」と「７」の両方が選択されている
場合は、「７」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

付問 数字を記入 ・そのまま入力。
・主問で５にマルがついていない場合は、
非該当コードを入力。
・主問で５にマルがついており、かつ、付
問が空白の場合は、無回答コードを入
力。

-99 -98

問１６ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問１７ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問１８ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問１９ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―

付問 Ｓ．Ａ． ・主問で２にマルがついている場合は、非
該当コードを入力。
・主問で１にマルがついており、かつ、付
問が無回答の場合は、無回答コードを入

99 98

問２０ Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。
・「１～３」と「４」の両方が選択されている
場合は、「４」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問２１ Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。
・「１～１９」と「２０」の両方が選択されてい
る場合は、「２０」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問２２ Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。
・「１～３」と「４」の両方が選択されている
場合は、「４」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問２３ Ｍ．Ａ． ・「その他」に記入が
ある場合は、７番にマ
ルをつける。

・それぞれについて０/1で入力。
・問８a)で選択されたものは、問２３でも選
択されたとみなす。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問２４ 数字を記入 ・そのまま入力。
・空白の場合は、無回答コードを入力。 -99 ―

付問 a) Ｓ．Ａ． ・主問で１つと答えた場合は、非該当コー
ドを入力。
・主問で２つと答え、かつ、付問が無回答
の場合は、無回答コードを入力。

99 98

b) Ｓ．Ａ． ・主問で１つと答えた場合は、非該当コー
ドを入力。
・主問で２つと答え、かつ、付問が無回答
の場合は、無回答コードを入力。

99 98

問２５ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問２６ Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。

・「１～７」と「８」の両方が選択されている
場合は、「８」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―



問２７ Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。
・「１～４」と「５」の両方が選択されている
場合は、「５」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問２８ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問２９ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問３０ a)～h) Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問３１ a)～f) Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問３２ Ｍ．Ａ． ・「その他」に記入が

ある場合は、８番にマ
ルをつける。

・それぞれについて０/1で入力。
・すべて無回答の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問３３ Ｍ．Ａ． ・「その他」に記入が
ある場合は、８番にマ
ルをつける。

・それぞれについて０/1で入力。
・すべて無回答の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問３４ a)～k) Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問３５ a)～s) Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問３６ Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。

・「１～７」と「８」の両方が選択されている
場合は、「８」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問３７ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問３８ 数字を記入 ・そのまま入力。

・無回答の場合は、無回答コードを入力。 -99 ―
問３９ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問４０ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問４１ Ｍ．Ａ． ・それぞれについて０/1で入力。

・「１～２」と「３」の両方が選択されている
場合は、「３」を非選択とする。
・すべて非選択の場合は、無回答フラグを
立てる。

― ―

問４２ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。 99 ―
問４３ 年、ヶ月 数字を記入 ・空欄にはゼロを記

入。両方空欄なら記
入せず。

・年、ヶ月ともに記入がない場合、無回答
コードを入力。

-99 ―

問４４ 年、ヶ月 数字を記入 ・空欄にはゼロを記
入。両方空欄なら記
入せず。

・年、ヶ月ともに記入がない場合、無回答
コードを入力。

-99 ―

問４５ 年、ヶ月 数字を記入 ・空欄にはゼロを記
入。両方空欄なら記
入せず。

・年、ヶ月ともに記入がない場合、無回答
コードを入力。

-99 ―

問４６ 年、ヶ月 数字を記入 ・空欄にはゼロを記
入。両方空欄なら記
入せず。

・年、ヶ月ともに記入がない場合、無回答
コードを入力。

-99 ―

問４７ Ｓ．Ａ． ・無回答の場合は、無回答コードを入力。
・設問がない場合は、非該当コードを入
力。

99 98

以下に該当する場合は、エラーとする。
・Ｓ．Ａ．の設問で、複数が選択されている場合。
・問２主問で、b)＞a)の場合。
・問３３で、３つ以上マルがついている場合。
・問４５＞問４４の場合。
・問４６＞問４５の場合。


