
東京未来大学研究紀要 2013 vol.6 

－ 85 － 

大学生の老人イメージ測定の試み 
―自己老人イメージのSD法とテキストマイニングによる分析を通して― 

高橋 一公 

A Study of Measurement of Japanese College Students’ Images of the Elderly : 

Analysis of Japanese College Students’ Image of Their Own Old Age  

by Semantic Differential Method and Text Mining 

Ikko Takahashi 

 

要約 

今回の研究では「自己老人イメージ」（将来、自身が老人となったときのイメージ）を通して、SD法

によるイメージの測定結果と自由記述におけるイメージの測定結果との関係性について検討した。その

結果、SD 法の因子分析の結果、「評価」「活動性」「有能性」「秩序性」「勢力」の 5 因子が抽出された。

さらに因子分析の因子得点を用いて3つのクラスタを抽出し、このクラスタと頻出語の対応分析を試み

た結果、それぞれのクラスタが特徴的な語と対応していることが示された。特に肯定的なイメージを有

するクラスタは肯定的な対人関係を示すような語の、否定的な印象を持つと評価されたクラスタは観察

可能な活動あるいは否定的な状態を示すような語の使用が見られた。 
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1．はじめに 

(1) 前回の研究から 

 高橋（2012）は「一般的老人イメージ」のSD法によるイメージの測定結果と自由記述におけるイメ

ージの測定結果との関係性について、そして「老人観」に影響する要因の抽出とテキストマイニングに

よるイメージ測定の可能性について検討した。その結果、SD法の因子分析の結果、「評価」「活動性」「豊

かさ」「親和性」「力量性」の5因子が抽出された。さらに、この因子分析の因子得点を用いて3つのク

ラスタを抽出し、それぞれのクラスタと頻出語の対応分析を試みた。その結果それぞれのクラスタが特

徴的な語と対応していることが示され、特に肯定的なイメージを有するクラスタは知的機能や情動的側

面に肯定的な評価をもたらす語の、否定的な印象を持つと評価されたクラスタは状態像や社会的認識に

関わるような語の使用が見られた。しかし、これは大学生の持つ一般的な老人イメージであり、将来自

分が高齢者あるいは「老人」と呼ばれるようになった時、その状況に対するイメージとは異なっている

と考えられる。 
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(2) 日本人の老人観と背景 

 現代日本人の老人観を規定する要因として参考になると思われるものが『老人福祉法』の条文である。

1963 年に制定された老人福祉法の基本理念である第２条には、「老人は、多年にわたり社会の進展に寄

与してきた者として敬愛され、かつ、健全で安からかな生活を保障されるものとする。」と記されていた。

森（1989）は、この条文について「これは老人も昔は経済活動人口、生産年齢人口であったことに着目

し、経済活動の見地から老人を『労働力』の延長線上に置いて把握したものだ」と述べている。この基

本理念は1990年の老人福祉法の改正により、「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者とし

て、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな

生活を保障されるものとする。」と修正された。そこには豊富な知識と経験に対する敬意と老人の自主性

が表現されるようになったが、老人を労働生産性の延長上に置くことから脱却したとは言いがたい。 

 このような社会通念が私たちの老年観に影響を与えていることは明らかであり、また自己の将来像を

考えるうえでこの労働生産性の低下が“老い”に対する否定的な視点を提供していることも考慮しなけ

ればならない。このような社会における経済的活動あるいは社会的活動が日本人の老年観に影響を与え

てきたことは決して近年に限ったことではないが、その老いに対する考え方も時代によって変化してき

たことも知られている。 

 心理学からの検証ではないが、社会科学的な視点から「隠居」について論じたものがある。近代の法

学者、穂積陳重（1855-1926）はその大著「隱居論」のなかで、以下のように述べている。 

 

 「本邦隠居の年齡は古来三變せり。中古は年齡頗る高く通常七十歳前後の極老にあらざれば隱居を許

さず封建武斷の政治行はるるに至りて年齡漸く低く通常五十歳を以上を以て隱居適齡と爲し民法の制定

に依り隱居の年齡再び高く六十歳を以て適齡と爲すに至れり。」 

（「隠居論(復刻版)」 穂積陳重 185頁 日本経済評論社） 

 

 穂積は、社会制度の変化により隠居年齢が変化していったことを論じている。中世以前では 70 歳前

後を「隠居」年齢としていたが、武家社会においては 50 歳を「隠居」年齢とするなど老いに対する価

値変化がみられたと論じている。これは武家社会では身体的活動性が重要視され、「戦うこと」が義務と

されていたことが背景にあると考えられる。それが旧民法の制定により再び 60 歳を「隠居」適齢と引

き上げられたとしている。「戦うこと」よりも社会的活動や経済的活動が重要視され「殖産興業」という

スローガンに象徴されるような国家戦略が「老い」に対する考え方を変えていったともの考えられる。

その時代によって何を以って「老い」や「引退」の根拠とするかは興味深いものがある。現代社会では

法令上65歳を高齢者としてとらえる場合が多いが、現実には「65歳＝隠居」とは言えないようである。 

(3) 自己老人イメージの測定 

 老人観あるいは老人イメージに関する研究は、「老人」という状態や言葉に対するイメージ測定を中心
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に行われたものが多く、将来の自己像としての老人イメージを取り扱ったものは少ない。将来像として

の老人像の認識は自己同一性の形成と密接な関係を持っていることは確かであり、青年期のような自己

同一性の形成期では自己の将来像をイメージすることは難しいと言わざるを得ない。 

 高橋（2007）は馬場ら（1993）の老年観スケールの25項目を用いて大学生の「一般的老人イメージ」

と将来自身が老人と呼ばれるようになった時の「自己老人イメージ」の測定を行っている。その結果、

「一般的老人イメージ」では「衰え」「現実的不安」「経験・知識」「関心の方向性」、「自己老人イメージ」

は「老後不安」「負担感」「死」「経験・知識」など、いずれもネガティブな因子を上位に抽出し、大学生

のもつ「老人」のイメージは「一般的」なものであろうと「自己」のものであろうとネガティブなもの

であることは変わらないとしている。しかし、大学生の「自己老人イメージ」は現実の老いの現象より

も、そこから生じる評価的要因によって構成される傾向が見られ、自己老人イメージであっても第３者

からの評価（自分がどう見られているか）によって決定される傾向が強いとしている。 

 また、高橋（2008）は福祉の専門資格を目指す学生の「老人イメージ」について 23 項目によって構

成されたSD法を用いて測定している。その結果、「一般的老人イメージ」が「自己老人イメージ」と比

較して肯定的なイメージを持つこと示し、現代の若者の将来に対する不安を反映していことを示唆して

いる。また高齢者との交流頻度の違いがこれらのイメージに影響をあたえ、交流頻度の高い学生ほど「一

般的老人イメージ」「自己老人イメージ」とも肯定的にとらえる傾向があることを示している。これは少

なくとも福祉教育によって高齢者に対する客観的な視点を持つことによって示されたものと考えている。 

 「自己老人イメージ」とは異なるが、高齢者の理想イメージを検討した研究も見られる。大村（2007）

は介護福祉専門学校生を対象に SD 法を用いて高齢者に対する理想イメージと現実イメージが介護実習

の前後でどのような変化が見られるのかを調査している。その結果、実習前の因子分析から「活動性｣

と｢親近性｣の2つの因子を抽出し、両因子とも理想イメージの方が肯定的であることを示している。さ

らに実習前後の比較においては実習後の現実イメージの「親近性」のみが肯定的に変化したことを導い

ている。このことから高齢者に対する肯定的なイメージを形成するためには、高齢者介護に対する知識

の習得と高齢者との接触が重要であることを示唆している。 

 このように「自己老人イメージ」の測定を課題とした研究では、専門教育における教育効果との関連で

述べられたものが多い。特に高齢者に対する肯定的なイメージを形成するためには、高齢者の特性に対す

る知識の習得と高齢者との接触が重要であることが示されている。しかし、大学生を中心とした青年を対

象とした研究の場合、あくまでも現状における「自己老人イメージ」であり、青年期特有の否定的な自己

イメージが基礎にあるとともに自己イメージが他者評価に影響されることも考慮しなければならない。 

 

２．目  的 

 「老人観」の測定における SD 法によるイメージの測定結果と自由記述におけるイメージの測定結果

との関係性について検討し、その関係性を示すような基礎的な情報の探索と自由記述によるイメージ測
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定の可能性について検討することを目的とする。特に本研究では「自己老人イメージ」（将来、自身が老

人となったときのイメージ）を中心に検討する。 

 

３．方  法 

(1) 対 象 

 都市近郊の大学に通う社会科学系学部の 4 年制大学生および短期大学生 281 名（男性 105 名、女性

176 名）。福祉系の学部の学生の場合は、調査時に介護実習経験がない学生を対象にした。平均年齢は

19.72歳（標準偏差は3.69歳）。 

(2) 調査方法 

 大学ごとに集合方式で調査を実施した。『あなた自身が「老人」と呼ばれるようになったときを想像し

て下さい。その時の「あなた自身」についてどう思いますか。例に従って下記の項目について当てはま

る個所に 1 つ○をつけてください。』（自己老人イメージ）という問に対して、23 対の形容詞からなる

SD法を用い、それぞれの形容詞対には5段階の評定尺度(非常に・やや・どちらともいえない・やや・

非常に)を付して評価を求めた。 

 さらに、『あなたが「老人」と呼ばれるようになった時のことを想像してください。どのような「老人」

になっていると思いますか。』という問いに対して、自由記述による回答を求めた。 

 

４．結  果 

(1) SD法によるイメージの測定 

①各項目のプロフィールから 

 「自己老人イメージ」の各形容詞対の平均値（標

準偏差）は表1のようになった。逆転項目について

は補正後の値を示した。右側にポジティブな形容詞

を置き、方向性を統一した。 

 「自己老人イメージ」は、「冷たい－暖かい」「話

しにくい－話しやすい」「病弱な－元気な」などでポ

ジティブな評価がなされているが、「暇な－忙しい」

「遅い－速い」「小さい－大きい」などでネガティブ

な評価がなされている。「自己老人イメージ」は親和

的側面に肯定的な評価が、そして活動的側面にネガ

ティブな評価が示されている。 

②因子分析の結果 

 SD法で用いた23の形容詞対を用いて「自己老人

表１ 「自己老人イメージ」の各項目平均と標

準偏差 
 

項  目 度数 平均値 標準偏差 

静的－動的 281 2.72 1.264 

冷たい－暖かい 281 3.41 1.042 

悲しい－うれしい 279 2.72 1.008 

ひどい－すばらしい 280 2.95 0.860 

醜い－美しい 281 2.70 0.839 

話しにくい－話しやすい 280 3.28 1.095 

まずしい－裕福な 279 2.92 0.888 

病弱な－元気な 279 3.35 1.134 

邪魔な－便利な 281 2.68 0.724 

だらしない－きちんとした 280 2.97 1.028 

誤った－正しい 280 3.08 0.744 

暇な－忙しい 281 2.14 0.996 

きたない－きれい 279 3.06 0.812 

愚かな－賢い 281 3.09 0.832 

遅い－速い 280 2.27 0.976 

小さい－大きい 281 2.48 0.979 

弱い－強い 279 2.52 0.985 

鈍い－鋭い 280 2.56 1.011 

無能な－有能な 281 2.91 0.874 

嫌い－好き 280 3.09 0.950 

低い－高い 280 2.80 0.836 

劣った－優れた 281 2.86 0.872 

わるい－よい 281 3.05 0.873 
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イメージ」の構造を把握するため

に因子分析を行った。因子数は固

有値１以上の基準を設け、さらに

因子の解釈の可能性を考慮してそ

れぞれ5因子を抽出した（主因子

法、プロマックス回転）。因子分析

の結果は表2に示した。 

 「自己老人イメージ」の因子分

析から、第1因子は「ひどい－す

ばらしい」「悲しい－うれしい」「醜

い－美しい」などの項目に代表さ

れる「評価」に関する因子であり、

第 2 因子は「静的－動的」「病弱

な－元気な」「遅い－速い」から構

成される「活動性」に関する因子

である。第3因子は「無能な－有能な」「劣った－優れた」「よい－わるい」などの項目に代表される「有

能性」に関する因子であり、第4因子は「だらしない－きちんとした」「きたない－きれい」「誤った－

正しい」の項目から構成される「秩序性」に関する因子であった。第 5 因子は「小さい－大きい」「低

い－高い」から成るもので「勢力」に関する因子と考えられる。 

③クラスタの作成と判別要因の抽出 

 「自己老人イメージ」の因子分析によって求められ

た個人因子得点をもとにクラスタ分析を行った。クラ

スタ化の方法としてそれぞれ Ward 法を用い、3 つの

クラスタを作成した。そしてこれらのクラスタを判別

している要因を明らかにするため個人因子得点による

3つのクラスタの判別分析を行った。 

 「自己老人イメージ」では3のクラスタを判別して

いる関数の固有値を求めたところ表3に示されている

ようになった。固有値としては大きいとは言えず、第

1 関数で 2.637、第 2 関数で 0.031 とほぼ第 1 関数の

みで判別が可能であることが示されている。また、こ

の判別に貢献していると考えられる独立変数は表4の

ようになった。全体として正準判別関係係数は低めで

表2 自己老人イメージの因子分析結果 

因子 
項目 

評価 活動性 有能性 秩序性 勢力 

ひどい－すばらしい 0.8102 -0.1423 0.0174  0.0287  0.0784

悲しい－うれしい 0.659 0.1429 -0.0411  -0.1877  0.2253

醜い－美しい 0.6446 -0.0514 -0.0479  0.1062  0.282

冷たい－暖かい 0.5914 0.0116 0.1256  0.0625  -0.3409

まずしい－裕福な -0.5528 -0.1043 0.131  -0.141  -0.1171

話しにくい－話しやすい 0.5119 0.4146 0.0845  -0.035  -0.2713

嫌い－好き 0.4017 0.0364 0.3329  0.0314  -0.0041

静的－動的 0.0804 0.6937 -0.1775  -0.1147  0.0462

病弱な－元気な 0.2316 0.6671 -0.0431  0.0561  -0.1147

遅い－速い -0.2352 0.4917 0.1  0.1075  0.3556

弱い－強い -0.0477 0.461 0.1222  0.0486  0.3558

鈍い－鋭い 0.0789 -0.4413 -0.2424  0.0933  -0.1354

暇な－忙しい 0.0935 0.3432 -0.0072  0.0978  0.1915

無能な－有能な -0.0878 0.0721 0.9088  -0.0309  -0.0445

劣った－優れた 0.0341 0.0116 0.6712  0.0485  0.1408

わるい－よい 0.2976 -0.2511 0.6694  -0.001  0.027

愚かな－賢い 0.052 0.0465 0.4994  0.1079  0.0326

だらしない－きちんとした 0.01 -0.0479 -0.1028  0.9693  -0.005

きたない－きれい 0.0403 -0.0253 0.1204  0.618  -0.0372

誤った－正しい 0.0855 -0.0295 0.2783  0.3907  0.0279

邪魔な－便利な 0.1328 0.0697 0.2255  0.3059  -0.0429

小さい－大きい -0.012 0.1288 -0.0905  0.0378  0.7327

低い－高い 0.1393 -0.0118 0.2537  -0.1419  0.4997

表3 自己老人イメージ判別分析の固有値 

関数 固有値 分散の % 累積 % 正準相関 

1 2.6373 98.8473 98.8473 0.8515 

2 0.0308 1.1527 100.0000 0.1727 

 
表4 自己老人イメージ標準化された正準判別 

関数係数 
 第1関数 第2関数 

第1因子得点（評価）  0.4352 -0.0849 

第2因子得点（活動性）  0.4265 -0.8624 

第3因子得点（有能性）  0.3247  0.2985 

第4因子得点（秩序性） 0.159  0.3787 

第5因子得点（勢力） 0.354  0.4004 

 
表5 自己老人イメージ判別分析の固有値 

 自己老人クラスタ(ward) 

 1 2 3 

第1因子得点（評価） -1.2996  0.5029    2.626

第2因子得点（活動性） -1.4488  0.6493   1.9699

第3因子得点（有能性） -0.973  0.3337    2.429

第4因子得点（秩序性） -0.3682  0.1013   1.1887

第5因子得点（勢力） -0.9032  0.3016    2.343

(定数) -3.0018 -0.7959 -11.5549

Fisher の線型判別関数 
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はあるが、第 1 関数では第 1 因子得点（評価）と第 2

因子得点（活動性）が影響を示している。また、第 2

関数では第2因子得点（活動性）がその判別に貢献し、

第5因子得点（勢力）が影響を示している。 

 線形判別係数による判別結果は表5のように示され

た。第1クラスタではすべての因子得点の関係係数が

低く、「自己老人イメージ低群」と考えることができる。

第2クラスタにおいてはすべての因子得点の関係係数

が中庸で「一般的老人イメージ中群」と考えることが

できる。第3クラスタはすべての独立変数において係

数が高く「一般的老人イメージ高群」と考えることが

できる。判別分析の判別結果は第 1 クラスタでは

86.25％、第 2 クラスタは 98.77％、第 3 クラスタは

93.33％であった。 

④クラスタ毎のプロフィール 

 クラスタ分析によって導かれたクラスタ毎の SD 法のプロフィールは図 2、図 3 のようになった。今

回はプロフィールを示すにとどめる。 

(2) テキストマイニングを用いた自由記述の分析 

①自由記述の分析について 

 分析には樋口ら（2006）の KH Coder（Ver. 

2.beta.26）を利用した。今回も自動的に抽出した語を

用いて恣意的な操作を避けつつデータの様子を探るこ

とを主として行った。ただし、同義の言葉については

統一を図るためテキストデータに一部修正を行った

（例、「杖」「つえ」は同義として「杖」で統一した）。

“KH Coder”はコーディング機能を持っているが今

回は使用しなかった。 

②語の頻出頻度の分析 

 計量テキスト分析については一部の動詞と否定語を

除いて分析を行った。「自己老人イメージ」では 5878

語（異なり語数996語）がそれぞれ抽出された（出現頻度上位のものについて表6参照）。 

 「自己老人イメージ」では、「老人」「人」「おばあちゃん」「孫」など家族関係に関する語が抽出され

た。また「元気」「頑固」「のんびり」など行動スタイルに関わるような語が抽出されている。 

図1 「自己老人イメージ」のクラスタ毎の

プロフィール 

表6 「自己老人イメージ」自由記述頻出語 
一覧 
抽出語 出現数 抽出語 出現数

思う 73 ない 14 

老人 71 一緒 13 

人 46 好き 13 

元気 36 行く 13 

孫 33 子ども 13 

おばあちゃん 30 毎日 13 

自分 26 優しい 11 

生活 22 かわいい 10 

頑固 20 ゆっくり 10 

のんびり 19 楽しい 10 

過ごす 19 楽しむ 10 

あまり 18 散歩 10 

趣味 18 歩く 10 

体 18 うるさい 9 

家 17 ボケ 9 

今 15 曲がる 9 

生きる 15 腰 9 

暮らす 15   
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 今回、男女比が 3：5 であり圧倒的に女性が多いこ

とを考慮しなければならないが、「おばあちゃん」の出

現頻度が“30”であるのに対して「おじいちゃん」の

出現頻度は“7”であり、出現頻度に差が見られた。

将来の自己イメージとして性別による「おじいちゃ

ん・おばあちゃん」のとらえ方の違いが見られた。 

③対応分析の結果 

 前述のクラスタ分析で求められたクラスタを用いて、

「自己老人イメージ」で抽出された語の中から出現頻

度が“7”以上のものを対象に「抽出語×自己老人イ

メージによるクラスタ」のクロス表を用いた対応分析

をそれぞれ試みた。 

 「自己老人イメージ」から抽出された語の布置図は図 2

の通りである。“第1クラスタ”では「ゆっくり」「歩く」

「腰」「曲がる」「動く」という語と、“第 2 クラスタ”で

は「元気」「生きる」「健康」「趣味」「生活」という語と、

“第 3 クラスタ”では「かわいい」「家族」「一緒」「暮ら

す」という語との関係が推測できる。ただし、“第 3 クラ

スタ”については度数が少なく対応分析の精度に考慮すべ

き点もある。 

④共起ネットワークから見た結果 

 共起ネットワークとは、語の共出現パターンを図示化

したものである。”KH Coder”の共起ネットワーク図では多次元尺度法とは異なり、布置された位置よ

りも、線で結ばれているかどうかということに意味がある。近くに布置されていても線で結ばれていな

ければ、共起の程度が強いことを意味しない。 

 「自己老人イメージ」から抽出された語の共起ネットワークは図3の通りである。 

 主なノードのリンクとして「老人－思う－人－生活－送る」「元気－おばあちゃん－かわいい」「趣味

－楽しい－生きる－暮らす－家族」「腰－曲がる」「外出－少ない－静か－家－のんびり－過ごす」「体－

不自由－弱る」「理想－あまり－動く」「頑固－性格」などがあげられる。前述の「一般的老人イメージ」

と比較して、ノード同士のリンク状態に多様性はあり、語群間にも弱いながらもリンク状態にあること

が示されている。 
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図2 自己老人イメージ対応分析 

図3 自己老人イメージ共起ネットワーク
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５．考察とまとめ 

(1) SD法によるイメージの分析から 

 今回は「自己的老人イメージ」の分析を行った。抽出された因子は第 1 位因子に「評価」、第 2 因子

に「活動性」など、前回の「一般的老人イメージ」の分析によって示されたものとほぼ同様のものが抽

出されている。しかし、第3因子から第5因子は「一般的老人イメージ」で示された「豊かさ」、「親和

性」、「力量性」とは異なり「有能性」、「秩序性」、「勢力」が抽出され、自己老人イメージでは能力の維

持を想像させる内容となっている。 

 さらにあらかじめ収集した個人属性を独立変数として使用せず因子分析で求められた個人因子得点を

用いてクラスタ分析を行った。このクラスタがどのような判別関数によって分類されているかを求めた

ところ、結果でも述べたが、第 1 関数でほぼ判別が可能であり、特に第 1 因子「評価」、第 2 因子「活

動性」がその判別に貢献していた。これは青年期において将来の日常生活における活動能力の維持が不

可欠な要素として捉えられていることを示している。 

 さらにそれぞれのクラスタの特徴を考察してみる。第1クラスタはすべての因子においてやや低い評

価がなされており、「自己老人イメージ」に否定的なイメージを形成しているクラスタと考えることがで

きる。第2クラスタは、ほぼ中間的なイメージを形成しているクラスタと考えることができる。また第

3 クラスタはすべての因子において高い評定を行っており、特に外見的な評価に肯定的なイメージを形

成していることがうかがえる。 

 このような多変量解析の多重使用という方法は、分析精度を落としまうことも考慮しなければいけな

い。しかし、因子形成パターンによってクラスタに分類することで客観的な指標を得やすくなるという

メリットも与えてくれていると考えられる。 

(2) 自由記述の分析から 

 『あなたが「老人」と呼ばれるようになった時のことを想像してください。どのような「老人」にな

っていると思いますか。』という問いに対する自由記述の分析では結果でも示したように、家族関係や行

動スタイルに関わるような語が頻出語として見いだされている。また、肯定的・否定的といった評価を

伴うような語よりも、現象や対象を示すような感情価に影響されないような語（「人」「孫」「おばあちゃ

ん」「自分」「生活」など）が頻出語として示されている。 

 対応分析では SD 法の分析で求められたクラスタを用いて分析を行った。SD 法で肯定的な評価を持

つとされた第3クラスタは「かわいい」「家族」「笑顔」などの肯定的な対人関係に関わる語との対応が

示されている。それに対して否定的な評価を持つとされた第 1 クラスタは、「歩く」「曲がる」「動く」

など一般的な動詞や、「悪い」「わがまま」「ゆっくり」などの状態を示す語との対応が見られる。中庸な

第2クラスタは「生活」「買い物」「趣味」などの日常生活活動に関する語と、「元気」「楽しい」「健康」

など肯定的な日常生活を示すような語との対応が見られた。 

 共起ネットワークの結果から大学生が持つ「老人観」「自己老人イメージ」は、「元気で、かわいいお
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ばあちゃん」「体が不自由」「いつも毎日笑顔」「頑固な性格」「腰が曲がる」「楽しく暮らし趣味を持つ」

「子ども・孫と生活を送る」という語の結びつきによって示されている。このことから大学生の自己老

人イメージは、活動性に富み人間関係の豊かさに特徴づけられている。言い換えれば外部から評価可能

な要素からイメージを形成していると考えられる。また、「元気で、かわいいおばあちゃん」に特徴づけ

られるように高齢期の自己（理想）像は女性の方が肯定的なイメージを持つ傾向がみられる。 

(3）SD法とテキストマイニングの関連について 

 前回は「一般的老人イメージ」の SD 法と自由記述の内容の関連性を示すことを試みた。その結果、

SD 法によって肯定的な印象を持つと評価されたクラスタは、知的機能や情動的側面に肯定的な評価を

もたらす語の使用が示された。それに対して、否定的な印象を持つと評価されたクラスタは状態像や一

般的な社会的認識に一致するような語の使用が示された。これらのことは、イメージ評価の違いが言葉

の使用や評価視点の違いと関連している可能性を示唆したものと考えられる。 

 今回も同様の手法を用いて「自己老人イメージ」の分析を試みた。青年期特有の自己同一性の不安定

さからか「一般的老人イメージ」と比較して「自己老人イメージ」の場合、SD 法と自由記述と関連性

は常識的な範囲に収まっていたと思われる。ただし、「自己老人イメージ」はテキストマイニングで抽出

された語が外部から観察可能なもの、あるいは評価できるものが多かったことは事実である。これは、

老人イメージというよりも外部評価から自己を見出そうとする青年期の特徴がはっきりと示されたもの

と考えられる。 

 

６．おわりに 

 今回は「自己老人イメージ」という側面の分析に限定した。前回同様 SD 法とテキストマイニングの

関連性を検討するという試みについては将来への可能性を示すことができた。しかし、調査協力者が青

年期の若者であること、テキストマイニングの数量的解釈についての検討の余地があることなど課題も

多く残されている。 

 また、自由記述という回答方式の問題点として回答者の表現能力に個人差があり、積極的に回答に取

り組む姿勢が見られないとステレオタイプな語の抽出に終始してしまうなどの課題も今後検討していか

なければならない。 
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