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将来像としての「老人観」の測定（1）
─ 一般的老人イメージのSD法とテキストマイニングによる分析を通して ─
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要約
今回の研究では「一般的老人イメージ」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、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」「勢力」の5因子が抽出された。因
子分析の結果から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示された。
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１．はじめに
（1）老人観の定義とその規定要因
　「老人観」に関する研究は国内外で多くの研究が行われてきているが、統一した概念で行われているとは

いえず、「老人イメージ」「高齢者イメージ」「老人観」「老年観」「老人像」という用語が用いられている。

一般的には「高齢者に対する漠然としたイメージ」としてとらえられることが多く、いずれも「老人をどの

ようにとらえているのか」という意味で用いられている。

　佐藤（1993）は、老人観は「老人を対象とした時の生物的・心理的・社会的な側面に対する視点である

とともに、老人への対応や行動の心理的基礎をなす概念である。したがって、老人に対する態度を中核とす

るが、イメージ、意識、感情なども含んでおり、さらには老化（aging）や老年期の生活をも対象とする包

括的な概念である。」と定義している。また、老人に対する個人的な態度やイメージなどが多くの人に共有

されステレオタイプ化した場合、それらは社会的老人観として福祉政策などの政策理念にも影響し、子ども

の躾や教育などにも影響するとしている。

　また、中谷（1991）は、主観的な評価としての態度（attitude）という意味を含ませて、「老人観」を「高

齢者に対する主観的なとらえ方」と定義することを試みている。しかし、この概念を支える理論構成がいま

だ不十分であり定義としては厳密なものとは言えないこと、社会心理学で用いられている「態度」という用

語のとの混乱を引き起こすという理由から、あえて「態度」という用語を用いることを避けている。

（2）老人イメージの測定
　これまでの老人イメージあるいは高齢者イメージの測定に関する研究法には大きく分けて4つのタイプが

あることが知られている。1つめは老人観スケールなどの質問文を用いたもので、リカート法などの尺度を

用いて回答を求める方法である。2つめは人物画や写真などを用いた対人知覚測定の方法である。3つめは

文章完成法に見られるような自由回答の具体的な分析である。そして4つめがセマンティック・ディファレ
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ンシャル法（以下SD法）を用いたものである（中谷，1991）。

　老人イメージに関する研究では、この4つの測定法のうちSD法を用いた調査がその多くを占めている。

使用される形容対とその数には違いは見られるが保坂・袖井（1986）、大塚・正野・日野・日浦・白井（1999）

をはじめとして，保坂・袖井（1988）、中野・冷水・中谷・馬場（1991，1994）、古谷野・児玉・安藤・浅

川（1997）、高橋（2006，2008）などイメージ測定の代表的な手法として用いられている。

　一方、「老人観スケール」を用いた研究も行われている。日本においては中谷（1991）が小学生を対象に

Olejnik ＆ LaRue（1981）の使用したスケールから18項目を取り出して老年観の測定を試みている。この

スケールでは対象に対する配慮と回答率をあげるために「はい」「いいえ」の2件法が採用されている。中

谷はこのスケールを用いて主成分分析を行い「身体に関する老人観」「情緒に関する老人観」「行動に関する

老人観」の3つの主成分を抽出している。馬場・中野・冷水・中谷（1993）はこのスケールに改訂を加えた

スケールを作成して中学生に対する老年観の測定を試みている。これは“Tuckman-Lorge Old People 

Questionnaire”の修正版とKogan（1961）のOPスケール（Kogan Attitude Toward Old People Scale）を検

討し、25項目のスケールに修正したものである。さらに主成分分析を行い「健康・死に関する次元」「社会

性に関する次元」「頑固さ・保守性に関する次元」そして「幸福感に関する次元」の4つの主成分を抽出し

ている。しかし、老人観スケールを用いた研究結果は必ずしも一貫しているわけではない。中谷が述べてい

るように老人観スケールには妥当性・信頼性に関する疑問や回答時間がかかりすぎること、老人に対する態

度だけではなく知識の測定が含まれているなどの問題があるのに加えて、老人観に影響を与える要因につい

ての研究結果も矛盾するものが多いと言う。

（3）SD法を用いた老人観の測定
　現代日本人の「老人観」に関する研究は「老人」のイメージ測定を通して行われているものが多い。保坂・

袖井（1988）は形容詞対50項目からなるSD法を用いて高齢者のイメージの分析を試みている。その結果、

大学生の抱く老人のイメージはどちらかというと否定的であるとしている。因子分析の結果として「有能性」

「活動・自立性」「幸福性」「協調性」「温和性」「社会的外向性」の6つの因子を抽出している。この6つの

中で「有能性」と「活動・自立性」を老人のイメージを規定する重要な因子としてとらえ、大学生は「有能

性」については肯定的な、「活動・自立性」については否定的な評価をしていると報告している。

　高橋（2006，2008）も介護福祉士、社会福祉士を目指す学生に対して形容詞対23項目からなるSD法を

用いて高齢者のイメージの測定を試みている。その結果、高齢者の身体的な活動を連想させる項目はやはり

否定なイメージを持たれていることが示されている。また、因子分析を用いて因子の抽出を試みた結果、「有

能性」「活動性」「情緒性」「力量性」の4つの因子が抽出され、多くの先行研究の結果と類似した傾向が示

されている。

　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。

SD法を用いた研究は単に老人イメージの測定に目的を置くのではなく、看護学生に対して行われた大塚ら

（1999）のSD法を用いた老人のイメージに関する研究など、高等教育における教育効果に言及したもの多
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いようである。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おり、福祉教育や看護教育にいては高齢者との交流が肯定的

なイメージの形成に大きく貢献していることが示され、福祉教育、看護教育における実習や実践の重要性を

示している。

（4）「老人観」測定のテキストマインニングの応用
　老人観の測定においてSD法を用いたイメージ研究は飽和状態にあり、新たな測定方法とその指標につい

ての開発が望まれている。前述の通り、自由回答の具体的な分析を用いたアプローチもみられる。しかし、

老人観の質的分析という視点からは高齢者へのナラティブ・アプローチや、文学作品や古典から見る研究が

中心となっており、老人観の測定という意味では制約が多いと思われる。

　このような中で、近年テキストマイニングといった手法の発展と、それに寄与する解析ソフトの開発が目

覚ましく個人研究においても用いられることが可能となっている。テキストマイニングとは、質的データの

中でも特に文章型データを分析する方法で情報科学の分野で発展をしてきた。特にコンピュータによって文

章中から自動的に言葉が抽出され、統計的な手法を用いて探索的な分析が行われる。文学作品やインターネッ

ト上の書き込みの分析、アンケート調査の自由記述の分析に用いられ研究論文も増えてきている。

　高橋（2011）は介護福祉士課程に在籍する短期大学生を対象に「高齢者イメージ」に対する自由記述から、

テキストマイニングを用いたイメージ分析を試みている。その結果これまでのSD法などを用いた老人観に

関す研究をと同様に、高齢者との交流頻度が「多い」とする学生は肯定的な語が頻出し、交流頻度が「少な

い」とする学生は否定的な語が頻出するなど頻出語の感情価の違いを導いている。この先行研究と類似した

結果はテキストマイニングによるイメージ測定の可能性を示唆している。

　心理学におけるテキストマイニングを用いたイメージ研究は未成熟の状況にある。だからこそ、自由記述

内容のテキストマイニングの可能性は大きい。また、この分析を通して、定量分析などに用いられる語彙の

再検討という課題にも対応できるもの考えられる。テキストマイニングについては商業・実用的な局面での

利用が多いという現実的な問題も考慮しなければならないが、ようやく日本語を基礎とした研究領域での検

討が進んできているともいえる。

　以上のような事柄を考慮し老人観や老人のイメージを構成している要因の検討を量的、質的の両側面から

検討してくことは老人観のみならずイメージ研究の新たな視点を見出すと思われる。特に大学における福祉

教育や看護教育においては高齢者との交流が肯定的なイメージの形成に大きく貢献していることが示されて

いることから、福祉教育、看護教育における実習や実践の重要性を検証する事も含め、教育効果測定の基本

的な証拠を提示するためにも「老人観」の測定は重要な課題となっている。

２．目　　的
　超高齢社会における肯定的な「老人観」の醸成は、看護・福祉教育にのみならず、学校教育の大きな課題

である。これまでの先行研究により高齢者に関する知識教育のみならず交流体験の重要性が指摘されている。

しかし、これまでの測定法によってもたらされる結果やイメージの構造は固定化しているなどの限界があり、

新たな測定の可能性について検討しなければならないと考えられる。その中でも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は興味深い。自由記述の問題点としてはその分析方法が分析者の主観によるところが大

きくなってしまうところにある。逆に、自由記述の内容を客観的かつ効率的に分析することが可能であるな

らば、その効果は大きいものと考えられる。

　今回の研究では、「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

メージ測定の可能性について検討することを目的とする。

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。『あなたは「老人」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。』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、『あなたから見た「老人」はどのような人たちですか。』（一般的老人イメージ）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
　「一般的老人イメージ」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。

　「一般的老人イメージ」では「冷たい－暖かい」「愚かな－賢い」「嫌い－好き」などでポジティブな評価

が示されている反面、「遅い－速い」「小さい－大きい」「弱い－強い」などでネガティブな評価がなされて

いる。このことから情動・感情的側面についてはポジティブな評価を、機能・活動的な側面ではネガティブ

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「一般的老人イメージ」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。

　第1因子は「無能な－有能な」「愚かな－賢い」「誤った－正しい」などの項目に代表されるような「評価」

に関する因子であり、第2因子は「暇な－忙しい」「遅い－速い」「鋭い－鈍い」から構成される「活動性」
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表 1　各項目の平均と標準偏差

表 2　一般的老人イメージの因子分析結果
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に関する因子である。第3因子は「悲しい－うれしい」「まずしい－裕福な」「病弱な－元気な」などの項目

に代表されるような「豊かさ」に関する因子であり、第4因子は「話しにくい－話しやすい」「冷たい－暖

かい」の項目から構成される「親和性」に関する因子であった。第5因子は「低い－高い」「小さい－大きい」

から成るもので「力量性」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
　「一般的老人イメージ」の因子分析によって求められた個人因子得点をもとに、イメージを特徴づけるク

ラスタを出すためにクラスタ分析を行った。クラスタ化の方法として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。「一般的老人イメージ」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2.659、第2関数で

0.149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のように示された。全体として正準判別関係係数は低めではあるが第1関数では第1

因子得点（評価）がその判別に貢献し、第4因子得点（親和性）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3因子得点（豊かさ）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。これは新しいデータのクラスタ予測に用いられる

ものだが、クラスタの特徴を示すものと考えることもできる。第1クラスタでは第2因子得点（活動性）以

外は中庸で「一般的老人イメージ中群」と考えることができる。第2クラスタでは第2因子得点（活動性）

以外は係数が高く「一般的老人イメージ高群」と考えることができる。第3クラスタはすべての独立変数に

おいて係数が低く「一般的老人イメージ低群」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96.82％、第2クラスタは86.96％、第3クラスタは80.65％であった。

表 3　一般的老人イメージの判別分析の固有値

表 5　一般的老人イメージ判別分析の固有値

表 4　一般的老人イメージ標準化された正準判別判別係数
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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1のようになった。今回はプル

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
①KH Coderとは
　分析には川端・樋口のKH Coder（Ver. 2.beta. 24）を使用した。これは内容分析（計量テキスト分析）も

しくはテキストマイニングのためのソフトウェアである（詳しくはhttp://khc.sourceforge.net/index.html）。

KH Coderは形態素解析システムとして奈良先端科学大学大学院の「茶筌」をエンジンに持ち、日本語文章

を品詞に分解し単語の頻度集計や共起ネットワークの作成などが可能なソフトである。

　今回は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」の統一した）。KH Coderで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頻出語の分析
　自由記述の計量テキスト分析を一部の動詞と否定語を除いて行った。「一般的老人イメージ」では6245語

（異なり語数1002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）。

　「一般的老人イメージ」（『あなたから見た「老人」はどのような人たちですか。』）からは、「人」「人生」「腰」

図 1　一般的老人イメージのクラスタ毎プロフィール
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「曲がる」「知る」などの具体的な状態や特徴を示す語、「優しい」「ゆっくり」「頑固」などの感情や性格を

表すような語が抽出された。

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、「一般的老人イメージ」においては抽出された語の

中から出現頻度が“6”以上のものを対象に、「抽出語×一般的老人イメージによるクラスタ」のクロス表を用

いた対応分析を試みた。

表 6　自由記述頻出語一覧

図 2　一般的老人イメージ対応分析
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　「一般的老人イメージ」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”群では「弱い」「の

んびり」「経験」「おじいちゃん」「おばあちゃん」という語と、“第2クラスタ”群では「たくさん」「知識」「話」

「見た目」「かわいい」という語と、“第3クラスタ”群では「杖」「遅い」「高齢者」「お年寄り」という語と

の関係が示された。

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、文書に現れる語をノードとし、出現位置が近接しているものどうしをリンクで結

び付けることによって得られるネットワークである。言いかえれば語の共出現パターンを図示化したもので

ある。社会学や情報科学などの分野で多く用いられている。“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。単に近く

に布置されているだけ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。

　「一般的老人イメージ」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「人生－先輩－知る－優しい」、「老人－思う－多い」、「おじいちゃん－おばあちゃん」、「腰－白髪－

曲がる－杖－歩く－ゆっくり」、「自分－生活－介護－必要－仕事」、「70－65－歳以上－見た目－お年寄り

－高齢者」などがあげられる。「一般的老人イメージ」は共起関係がはっきり分かれているのが特徴である。

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「一般的老人イメージ」に限り分析を行った。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、これまでの研究で示されたものとほぼ同様のものが抽出されている。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あらためて求めたところ、第1ク

ラスタが「活動性」に対してやや高い評価を行っている以外はその他の因子においてはすべて中庸な評価が

図 3　一般的老人イメージの共起ネットワーク
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なされている。これは老人イメージとして主に外見的な特徴である活動性に注目する傾向がある以外は中間

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。第2クラスタは「活動性」の評価が中庸であ

る以外はその他の因子では高い評価がなされている。特に第1因子の「評価」においては高い評定を行って

おり、外見的な評価によらず、総合的に肯定的なイメージを形成していることがうかがえる。第3クラスタ

はすべての因子について低い評価がなされ否定的なイメージを形成していることが示されている。

　因子分析によって導かれた個人因子を得点用いてクラスタ分析を行い3つのクラスタを見出し、さらに判

別分析で判別関数を導くという多変量解析の多重使用により精度が落ちている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を分類することで量的な客観的な指標を得やすくなるとい

う示唆を与えてくれていると思われる。

 （2）自由記述の分析から
　『あなたから見た「老人」はどのような人たちですか。』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、具体的あるいは外見的な状態を示すような語や感情や内面的な状況を示す語が頻出語として

見いだされている。また、「優しい」「元気」「かわいい」「好き」など比較的肯定的な評価を伴う語は内面的

特徴を、「曲がる」「弱い」など否定的な評価を伴う語は外見的特徴を示すものが多いようである。

　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2クラスタは「知識」「話」などの知的機能に関わる語や「優しい」「かわいい」など肯定的な語と

の対応が示されている。「不自由」など一部否定的な語も見られるが、おおむね対応分析においても肯定的

なイメージを有すると考えることができる。それに対して否定的な評価を持つとされた第3クラスタは、「老

人ホーム」「お年寄り」「高齢者」など一般的な呼称に関する語や、「杖」「遅い」「元気」などの状態を示す

語との対応が見られる。中庸な第1クラスタは「弱い」「病気」などの身体活動性として否定的な語と、「お

じいちゃん」「おばあちゃん」「のんびり」日常生活の中で親近性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」「老人イメージ」は、「いろいろな経験を持つ人生の

先輩」「頑固で優しい」「身体・体力の低下」「豊富な知識を持つ」「ゆっくり趣味の時間を過ごす」「杖でゆっ

くり歩く」「65～ 70歳以上で見た目がお年寄り」「身体・体力の低下」「白髪・シワ・腰が曲がっている」「耳

が遠い」「老人ホームで介護が必要」という語の結びつきによって示されている。大学生の老人イメージでは、

高齢者の経験や知識、人生の先輩としての位置づけが見られるとともに、趣味などに時間を費やし楽しむこ

とができるという結びつきが示されていることも興味深い。さらに、共起ネットワークにおいても身体的・

外見的な語のネットワークと情動的・内面的なネットワークに分化できることも示されている。

（3）SD法とテキストマイニングの関連について
　いずれの方法もこれまで独立的に用いられてきている。しかしながら、この両者の関連を示したものは見

られない。今回はSD法と自由記述の内容の関連性を示すことも目的として研究を試みたが、この両者を関

連付ける具体的な方法論があったわけではない。

　このような中で、SD法を用いてイメージを構成する因子を抽出するとともに独立変数としてのクラスタ

を仮定し、その判別要因から自由記述の内容を分析していくという手法をとった。この手法の有効性につい

てはさらに検証していかなければならないが、「抽出語×一般的老人イメージによるクラスタ」のクロス表
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を用いた対応分析を試みることができた。

　特に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とから、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したものと思われる。

６．おわりに
　今回は「一般的老人イメージ」という限定された側面の分析に限定した。その意味では自己の将来像とし

ての「老人観」「老人イメージ」とは異なった内容になっているが、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のではないかと考えられる。しかし、

KH Coderの持つ機能を十分に引き出せていないこと、また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。

　さらに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ことなどの課題も検討していかなけれ

ばならない。
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