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In this study, we analyzed factors that influence mutual favorability in Japan and
Korea. Japanese and Korean high-school students, university students, and adults were
asked to answer a questionnaire consisting of various items considered to be factors that
influence mutual favorability. The respondents number 1,278 Japanese and 908 Kore-
ans. As a result of the analysis, nine factors were identified as statistically significant
in forming mutual favorability. In particular, four factors, “area of interest”, “interest
in people”, “experience of visiting”, and “information on the Internet” of each country
are strongly related to the formation of mutual favorability. Although there are minor
differences between age groups among both Japanese and Koreans, “liking” was influ-
enced when respondents are interested in entertainment, leisure, lifestyle and people or
when they find positive information on the Internet. However, some factors indicate
differences such as, Korean sports in Japan, Japanese animation and games in Korea.
On the other hand, if they had no interest in each other’s country, people and language,
the option “other than liking” was influenced among both Japanese and Korean respon-
dents. The same response is seen among respondents with no experience of visiting the
other country or when they find negative information about each other’s country on the
Internet.
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1. は じ め に

日本と韓国は，地理的に近く，歴史的にも様々な関
わりがある．共通性も多く，ともに典型的な民族型
ネーションであり，「単一民族神話」が浸透している点
や強い政治的ナショナルプライドが排外性と結びつき
やすい傾向を持つとされる (田辺 2011: 297)．すなわ
ち，自分の「国」への愛着が強い一方，政治的・社会的
な動きによって，相手国に対する感情が揺れ動いてい
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る1)．また，その感情は，近年，史上最悪とも言われて
いる．例えば，内閣府大臣官房政府広報室 (2018)「世
論調査報告概要平成 30年 10月調査外交に関する世論
調査」では，韓国に対して「親しみを感じる」（39.4%）
より「親しみを感じない」（58.0%）という人が多い．
한국 사회과학자료원（韓国社会科学資料院）(2010)
でも，韓国人が抱く日本に対する感情は，非常に友好
的を 100にした場合，40～70と答えた人が 62.4%を
占めており，決して高いとは言えない．さらに，読売
新聞社と韓国日報社による最新の共同世論調査では，
ワーディングや調査方法の違いはあるものの，日韓関
係について，両国共に 8割（日本 83%，韓国 82%）が
悪いと評価している2)．また，相手国への信頼関係で
は，日本は 74%，韓国は 75%が信頼できないと回答
するなど，現在の日韓関係を危惧する調査結果が報告
されている．
このような感情，とりわけイメージや好感度の実態

の把握とその形成要因の解明は，より正確で深い相互
理解と，それに基づく建設的な未来志向の関係構築に
つながる．そこで本研究では，その端緒として，日本
と韓国の様々な世代を対象に行ったアンケート調査結
果に基づき，相手国に対する好感度を形成する要因を
解明する．

2. 先 行 研 究

国に関する好感度研究は，社会学や言語学などの分
野で行われ，様々な観点から好感度形成の共通の概念
が導き出されている．さらに，言語教育や異文化理解
への応用など多岐に渡っている．

1) ISSP 国際比較調査「国への帰属意識」分析 (村田，
2017: 60) によれば，「他のどんな国の国民であるよ
り，この国の国民でいたい」（日 88%，韓 76%），「一
般的に言って，他の多くの国々よりこの国は良い国
だ」（日 86%，韓 60%）の項目で，両国ともに高い回
答率である．

2) 調査は，2019 年 5 月 24 日～26 日に実施（RDD 方
式）され，回答者数は日本 1,028人，韓国 1,000人で
ある（読売新聞，2019年 6月 11日夕刊）．また，言
論 NPOと韓国の東アジア研究院（EAI）による共同
世論調査（2019 年 5 月 18 日～6 月 2 日，訪問留置
回収法，有効回収標本数：日本 1,000人，韓国 1,008
人）でも，両国共に 6割（日本 63.5%，韓国 66.1%）
が日韓関係を悪いと評価している（言論 NPO・東ア
ジア研究院 2019）．両調査結果に約 20ポイントの差
はあるものの，経年的に悪化傾向にあることが示され
ている．

既存研究として，まず，田辺 (2004a，2004b，2008)
による一連の研究が取り上げられる．田辺は，「日本
人」がどのように世界の国々を見ているかを分析し，
「西洋人（あるいは白人）か否か」，心理的距離，地理
の 3つの次元によって外国人を分類していることを明
らかにした．また，好感度の認知構造には，歴史的な
社会変遷，個人の体験あるいは外国への認知度や知識
量，世代差などが一定程度の影響を与えていることを
述べている．
その他，日本におけるモンゴル国に対する好感度に
政治意識や外国人との接触経験，外国人増加に対する
賛成の意識などが影響すること (湊 2009)や，東アジ
アへの親近感に国際ニュースへの接触が影響するこ
と，特に，情報源がテレビかインターネットかによっ
て親近感の高低が異なること (山本 2012)などが明ら
かにされている．また，情報源であるテレビ報道につ
いて，NHK放送文化研究所の日韓テレビ報道比較調
査研究 (飽戸・李・塩田・服部 2000，原田・塩田 2000)
では，世論における日韓相互のイメージ形成とその変
化にテレビ報道内容が深く関連していることが明らか
にされている．
一方，韓国での実証的な調査である Chang, Jung,

& Lee (2013) は，韓国全土の大学生 1,237 名を対象
に，アメリカ，イギリス，フランス，ドイツ，日本，
中国へのイメージを調査している．その結果，最も好
意的な態度が見られたのは，日本に対する回答であっ
た．また，国によっては，国と人へのイメージに相違
があった．このような国へのイメージ形成には，直
接・間接的な経験とメディア関連の露出，文化的コン
テンツが影響すると報告されている．
次に，日本と韓国の両国を取り上げた研究として，
韓国人の国民意識と日本に関する関心が，日本イメー
ジにどのような影響を与えるかを分析した加賀美・朴・
守谷・岩井 (2010) がある．この研究では，親和的イ
メージへの影響要因として日本文化因子と日本との積
極的接触因子が，また集団主義的先進性というイメー
ジへの影響要因としては，国際社会問題への関心があ
ることを明らかにしている．
言語学からのアプローチとして，国やことばに対す
るイメージ研究の先駆的なものは，国立国語研究所が
「国際社会における日本語についての総合的研究」の
一部として 1996年～1998年に世界 28カ国で実施し
た国際比較調査がある．ここでは，日本と外国の人々
が抱く日本や日本語に対するイメージが調査されてい
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る．そして，韓国では，日本及び，日本語に対する好
感度は低いものの，日本語学習や日本訪問など日本と
関連する経験の有無が日本や日本人，日本語に対する
イメージと強い相関があることなどが明らかにされて
いる (姜 1999，2002)．なお，相手国に対するイメー
ジに言語学習経験が影響することは，齊藤 (2004)，生
越 (2006)などでも報告されている．
特に，韓国人大学生による日本人に対するイメージ

には，日本語学習経験の有無によって異同があること
や，その相違点は，日本（語）関連の授業から得る知
識，日本人との対人コミュニケーション経験，対日情
報源の多様性などが要因となっていることが指摘され
ている (呉 2008，2012)．
以上のように，特定の国に対するイメージや好感度

の形成要因には，個人の体験（経験）や，大衆文化（文
化的コンテンツ），メディア，言語学習経験，世代差
などが挙げられる．しかし，これらは，各研究の目的
や枠組みに応じて導き出されたものであるため，どの
要因がどの集団（世代）でどのように影響しているか
は明らかになっていない．また，近年最も身近で強力
な情報源と言えるインターネット関連の要因について
は，報告が少ない．好感度の形成要因としては，イン
ターネットの利用の有無にとどまらず，頻繁に閲覧す
るサイトが国内と海外のどちらのものか，そこで見か
ける情報が肯定的か否定かが重要であろう．そこで，
本研究グループは，形成要因（表 1参照）を整理した
上で，両国の様々な世代を対象にアンケート調査を行
い，相互の国・人・ことばに対するイメージおよび好
感度の実態を把握し，その形成要因を明らかにするた
めに，一連の研究を進めている3)．
その一部である，金・崔・関崎・姜・梁・國生・金

(2017)では，日本と韓国の相手国・人・ことばに対す
る好感度，及び要因と想定した様々な事柄の分布特性
を記述している．本稿では，その結果に基づいて，好
感度の形成要因を分析するため，以下にその主な内容
をまとめる．
まず，相手の「国・人・ことば」に対する好感度に関

して，日本では，対韓国，韓国人，韓国語のいずれに
対しても「どちらともいえない」という消極的な回答
が多かった．一方，韓国では，対日本では否定的な回

3) 本研究で用いる「イメージ」とは，相手や自己の国・
人・ことばのそれぞれについて抱く具体的な印象全般
を指す．また，「好感度」とは好き，または嫌いと感
じる度合いを指す．

答がより多く，対日本人では，否定的な回答がかなり
減り，対日本語では，肯定的な回答が対日本・日本人
に比べて多く，相対的に好意的であった．次に，好感
度の形成要因と想定された事柄に関して，興味・関心
要因のうち相手国・人・ことばに対する興味は，日本
より韓国の方が多く見られたが，両国ともに，主にエ
ンターテインメントや旅行など身近に経験でき，楽し
める分野に興味があることが明らかになった．特に，
韓国の若い世代は，日本のアニメ・ゲームに非常に高
い関心を示していた．また，経験要因では，韓国人の
方が日本人より相手国への訪問経験が多かった．相手
国の言語学習の経験には大きな差が見られ，日本が 1
割強に過ぎなかったのに対し，韓国では約 5割に上っ
た．そして，情報関連要因に関しては，日韓ともに，
主に，国内テレビ・インターネットから相手国の情報
を得ていた (金他 2017: 39)．
このように日本と韓国の相互に対する好感度と，そ
れに影響する事柄の分布特性は記述的に示されてい
る．しかし，好感度と各事柄との因果関係は明らかで
はない．そこで，本稿では，調査対象別に，日本と韓
国それぞれの相手国に対する好感度を形成する要因
（以下，形成要因）を解明することを研究課題とする．

3. 調査概要及び調査項目

本研究では，日本と韓国の様々な世代を対象にアン
ケート調査を行った．以下，調査概要，調査票の構成
を記す．

3.1. 調査概要
調査は，2014 年 10 月～12 月に実施した．日本と
韓国のイメージや好感度には，世代による異同が予想
される．そのため，本研究では，大学生を含む小学生，
高校生，一般人の多様な世代を調査対象とした．
日本では，東京都及び首都圏の小学校，高校の計

285 校をランダムに抽出し4)，直接依頼の 2 校を含む
6 校に依頼し，また，大学は 15 校の教員に直接依頼
し，生徒と学生，さらにその保護者（以降，一般人）

4) 標本抽出においては，本来であればサンプリング理
論を用いて，住民基本台帳をベースとしたランダム
抽出が望ましい．しかし，研究リソースの制限なども
あり，ここでは極力世代構成を反映できるよう，小学
生，高校生，大学生，それらの保護者で年代を代替さ
せ，首都圏 40 km 半径内母集団 2,734 校（推定）か
らランダムで抽出した（抽出率 10.4%）．
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から協力を得た．最終的に，回収率 88.1% で，小学
5，6年生 233名，高校 1，2 年生 200名，大学 2～4
年生 368 名，一般人 895 名の計 1,696 名の有効サン
プルが得られた．また，韓国でも，ソウル及び首都圏
の小学校，高校，大学それぞれ 2校，計 6校に直接依
頼し，調査対象は日本と同様に，生徒と学生，さらに
その保護者（以降，一般人）から協力を得た．回収率
79.3%で，小学 5，6年生 324名，高校 1，2年生 242
名，大学 1～4年生 284名，一般人 418名の計 1,268
名の有効サンプルを得た．両国の大学生には，相手国
のことばを専攻もしくは，選択科目として受講してい
る学生が日本で約 4割，韓国で約 8割含まれている5)．
なお，両国の小学生に対しては，倫理面や精神面へ

の配慮が求められたため，調査票を一部改変し，相手
国の国・人・ことばへの興味，及び海外滞在経験に関
する質問を削除した．分析項目の一部で回答がないた
め，本稿では，小学生を分析から除外する．

3.2. 調査項目
調査票は，イメージの認識対象となる国・人・こと

ばに抱く具体的なイメージと好感度，内的要因（個人
属性要因，興味・関心要因），外的要因（経験要因，情
報関連要因）に関連する項目で構成されている．表 1
にその詳細を示す．なお，イメージは，自由記入方式
で調査し，好感度は 7件法で調査した．
一連の研究では，調査した対人・対ことばの好感度

も含め，形成要因のすべてを分析する．しかし，その
膨大な組み合わせを取り上げるには紙幅の制約があ
る．そのため，本稿では評定尺度，要因，調査対象を
限定し，日本と韓国の相手「国」に対する好感度とそ
の形成要因との因果関係を比較分析する．また，自由
記入式によるイメージ分析及び，自己へのイメージ・
好感度の詳細は別稿に譲る6)．

4. 好感度形成の要因分析

日本と韓国の人々が抱く相手国に対する好感度を形
成する要因を分析する．

5) 大学生には，相手国のことばの学習経験者が他グルー
プより多く含まれていたが，これが他の要因との分布
特性に大きなバイアスをもたらす特異な分布傾向は
確認されなかった．

6) 日本人の韓国・韓国人・韓国語に対するイメージ分析
は，関崎・金・崔 (2017)を参照されたい．

表 1. 調査項目

4.1. 分析用変数の概要
まず，人々が相手国に抱く好感度は，調査時の 7件
法（「1. 非常に嫌い」，「2. 嫌い」，「3. やや嫌い」，「4.
どちらとも言えない」，「5. やや好き」，「6. 好き」，「7.
非常に好き」）から，「好き」，「好き以外（どちらとも・
嫌いを含む）」の 2 区分に集約する．これは，好感度
尺度の項目数による要因分析モデルの分散をなるべく
小さくして情報の損失を抑え，形成要因の特徴を的確
に捉えるためである．肯定的なイメージに焦点を当て
るのは，肯定的以外のイメージとのコントラストを明
確にするためである．なお，ここでの 2区分は，当初
の 7区分を含め，5区分（「1. 非常に嫌い」，「2. 嫌い，
3．やや嫌い」（または「1. 非常に嫌い，2. 嫌い」，「3.
やや嫌い」），「4. どちらとも」，「5. やや好き，6. 好
き」，「7. 非常に好き」（または「5. やや好き」，「6. 好
き，7．非常に好き」），3区分（「好き（5. やや好き～
7. 非常に好き）」，「どちらとも」，「嫌い（1. 非常に嫌
い～3. やや嫌い）」）など，いくつかの組み合わせで探
索的に要因分析を行った結果，最も情報損失量が少な
く精度の高いものとして採用した．
次に，分析に用いる諸要因は，基本集計段階で χ2

検定による好感度との 1次的な関連分析で統計的に有
意（有意水準 0.05）であった 9変数を採用する．ここ
には，内的要因として個人属性要因の「調査対象」，興
味・関心要因の「相手国への関心分野」，「相手国の人
への興味」，「相手国のことばへの興味」の 4変数，外
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的要因として経験要因の「相手国への訪問」，情報関
連要因の情報源（「国内インターネットサイト」，「海
外インターネットサイト」，「家族・知人など」，「イン
ターネット情報」）の 5変数が含まれる．
このうち「相手国への関心分野」（以降，関心分野）

は，相手国に興味があるかどうかを尋ねるメイン質問
に対して興味があるという回答者のみに提示されたサ
ブクエスチョンへの回答で，興味のある分野（13 項
目7)，複数回答，1–0 のダミー変数）を指す．そのた
め，「あり」，「なし」の 2 値変数である他の興味・関
心要因（「相手国の人への興味」，「相手国のことばへ
の興味」）と同じようには，「関心分野」のメイン質問
に対する「相手国への興味がない」（以降，関心分野な
し）のケースが含まれない問題が生じる．この問題を
解消すべく，ここでは，まず「関心分野」13項目を集
約するための主成分分析を行った後，続いて抽出され
る各ケースの主成分と「関心分野なし」のケースを含
む合成変数（関心分野）を新たに作る．データ処理の
詳細を次に示す．
まず，主成分分析には SPSS Statistics 17.0を用い

て，全データ（関心分野 13 項目）の重心を通る分散
が最大になる成分（基底）を相関行列から求め，最終
的に 4 成分（分野）が抽出された（KMO 値 0.771，
固有値 1.0以上，累積寄与率 52.1%，バリマックス回
転8)）．
表 2 に回転後の抽出成分の負荷量などを示す．な

お，情報源（複数回答）についても主成分分析を試み
たが，抽出された 4成分の解釈が難しいことや分析精
度に一定の水準が確保できなかった（KMO値 0.595，
固有値 1.0以上，累積寄与率 48.4%，バリマックス回
転）ため，集約せずに，それぞれを変数として用いる．

7) 関心分野は，まず，飽戸他 (2000) の日本と韓国の
ニュース分野，原他 (2000)の関心分野，呉 (2008)の
形成要因を参考に，「政治，経済，国際関係，歴史，社
会・生活，教育，ドラマ・映画・音楽，レジャー・旅
行，スポーツ」の 9項目を立てた．また，予備調査と
しての日韓の大学生への聞き取りを実施し，最終的
に，本研究グループの研究者間で，ブレーンストーミ
ング法を用い，関心分野になる項目を列挙し，「伝統
文化，アニメ・ゲーム，ことば・文学，その他」の 4
項目を加えた 13項目に整理・選定したものである．

8) 軸の回転は，抽出成分間の無相関関係を仮定しないプ
ロマックス回転でも分析した．しかし，両者の結果に
大きな違いがないことと，回転後の累積寄与率に大き
な差がないことや成分解釈のしやすさから，ここでは
バリマックス回転による結果を採用している．

表 2. 関心分野の主成分分析結果

また，主成分の抽出には，「関心分野」の 13 項目
について，日本と韓国を統合したデータセットを用い
る．目的次第では，日本, 韓国の各データセットを用
いた国別の分析も可能である．しかし，本研究では，
調査設計段階から多様な世代を対象とした二国間比較
を念頭におき，共通のプラットフォームにて調査を実
施している．そのため，日韓統合データセットを用い
る．念のため，国別のデータセットに対して主成分分
析を行い，各パラメータの細かい違いはあるものの，
成分の含意する性質に大きな乖離がないことを確認し
ている．詳細な統計値は省略するが，各データセット
で抽出された主成分の対応関係を表 3に示す．
続いて，表 2 で抽出された主成分（負荷量）から，
各ケースの主成分スコアを用いて 4つの成分を含む合
成変数（関心分野）を，以降の要因分析での説明変数
として用いる．各ケースには「第 I主成分」から「第
IV主成分」の 4つの成分スコアが存在するが，それら
の 4つのうち最も大きい値をもつ成分を，表 4に示す
「関心分野」の変数の値「1」から「4」の 4つのカテゴ
リーに表す．さらに，「関心分野」の変数は，この 4つ
のカテゴリーに，値「5」の「関心分野なし」を加えた
5つのカテゴリーで構成される．ここで値「5」の「関
心分野なし」は，前述したようにメイン質問（相手国
に興味があるかどうか）に対する興味がないという回
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表 3. データセット別の抽出主成分の比較

註) • KMO値（累積寄与率）：日本・韓国 0.771（52.1%），
日本 0.781（53.6%），韓国 0.738（59.6%）

•固有値：1.0以上
• I～V：主成分番号で，バリマックス回転後の抽出主
成分

•固有値（該当データの主成分別値）：日本・韓国（2.300,
2.257, 1.134, 1.078），日本（2.503, 2.242, 1.196,
1.032），韓国（2.239, 1.889, 1.423, 1.139, 1.054）

答のデータである．最終的に表 4の「関心分野」の変
数は，主成分スコアから抽出された「1国レベルの関
心事（第 I主成分），「2個人レベルの関心事 1⃝（第 II
主成分）」，「3個人レベルの関心事 2⃝（第 III主成分）」，
「4 その他の関心事（第 IV主成分）」と，相手国への
興味がないと回答されたデータ「5 関心分野なし」の
5つのカテゴリーとなる．

4.2. 形成要因別好感度分布
好感度の分布特性を 9つの要因別に示す（表 4）．ま

ず，相手国への好感度「好き」は，日本は 34.1%，韓
国は 28.5%で，相手国に好感を抱く割合は，日本の方
が 5.6ポイント高い．しかし，両国ともに「好き以外」
がより多く，約 7割を占めている（日本 65.9%，韓国
71.5%）．
続いて，要因ごとの好感度との関連を詳しく見る．

まず内的要因のうち，個人属性要因の「調査対象」で
は，日本と韓国ともに，「大学生」の「好き」が最も多

く（日本 51.8%，韓国 41.9%），「一般人」の「好き」は
最も少ない（日本 26.4%，韓国 18.1%）．「高校生」は，
両国ともに，全体の傾向と酷似している（日本 34.1%，
韓国 29.7%）．
次に，興味・関心要因の合成変数である「関心分野」
では，「国レベルの関心事（第 I主成分）：政治，経済，
国際関係，歴史，教育」に関心を持っている人は，共
通して「好き以外」が「好き」より多い（日本 57.0%，
韓国 69.7%）．一方，個人レベルでの趣味や日常生活
の中で触れやすいと思われる「個人レベルの関心事 1⃝
（第 II主成分）：文化全般（ドラマ・映画・音楽，こと
ば・文学，伝統文化），レジャー・旅行，社会・生活」
に関心のある人は，両国ともに「好き」（日本 71.7%，
韓国 53.0%）が「好き以外」を上回っている．しかし,
「個人レベルの関心事 2⃝（第 III 主成分）：スポーツ，
アニメ・ゲーム」に関心のある人は，日本では「好き」
が 61.8%を占めるのに対し，韓国では「好き以外」が
65.8%で，異なる傾向を見せている．さらに，韓国で
は，「その他の関心事 （第 IV主成分）：その他」に関
心のある人は，「好き」が 47.8%を占めている．そし
て，日本と韓国に共通して最も多かった「関心分野な
し」と答えた人では，「好き以外」が約 9割を占め，好
感度の低さが伺える．
また，「相手国の人への興味」を持っている人には，
両国とも「好き」が多く（日本 69.6%, 韓国 53.1%），
持っていない人には日韓ともに「好き以外」が 8割以
上を占めている．「相手国のことばへの興味」におい
ても，興味のある人には，「好き」が多く（日本 70.0%,
韓国 44.8%），持っていない人には日韓ともに「好き
以外」が 8割以上となっている．このことから，相手
国の人とことばへの興味の有無が好感度形成に影響す
ることが読み取れる．
次に，好感度と外的要因との関連を詳しく見ていく．
まず，経験要因の「相手国への訪問の有無」では，日
本も韓国も，相手国を訪ねたことのある人による「好
き」（日本 55.1%，韓国 41.0%）が，好感度全体の割合
（日本 34.1%，韓国 28.5%）よりそれぞれ 21.0ポイン
ト，12.5ポイント高い．一方，訪問したことのない人
は「好き以外」が 7割以上（日本 73.9%, 韓国 78.6%）
を占めている．
また，情報関連要因の「情報源」では，「国内インター
ネットサイト」から情報を得ている人は，日本では「好
き」が 41.2%であるのに対し，韓国では 29.4%であ
る．一方，日本も韓国も，情報を得ていない場合，「好
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表 4. 要因別に見る日韓相互の好感度

註) 1) (　）内は，有効分析サンプル数である． 2）%は，要因別項目のパーセントである．
3) 関心分野は合成変数で，「国レベルの関心事」は，第 I主成分での政治，経済，国際関係，歴史，教育で，「個人レ
ベルの関心事 1⃝」は，第 II主成分の文化全般（ドラマ・映画・音楽，ことば・文学，伝統文化），レジャー・旅行，
社会・生活で，「個人レベルでの関心事 2⃝」は，第 III主成分でのスポーツ，アニメ・ゲームで，「その他の関心事」
は，第 IV主成分のその他で，「関心分野なし」は相手国に興味のない回答で構成される．
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き以外」が 7割以上（日本 73.9%, 韓国 73.4%）とな
る．このことから，「国内インターネットサイト」で
得る情報は，日本では，韓国への「好き」につながり
やすいが，韓国では，日本に比べ相対的に好感度の上
昇につながりにくいことが分かる．一方，「海外イン
ターネットサイト」では，日本は，「国内インターネッ
トサイト」と類似した結果を示している．しかし，韓
国では，「好き」が 50.0%を占めていることから，「海
外インターネットサイト」からの情報が「好き」につ
ながることが読み取れる．また，「家族・知人など」か
ら情報を得る人は，得ていない人に比べ，「好き」が日
本 14.7ポイント，韓国 10.2ポイント高く，少なから
ず好感度と関連していることが伺える．
最後に，情報関連要因の「インターネット情報」で

は，日本と韓国に共通して，インターネット上でいず
れの情報も「見かけない」，または，「否定的情報」を
見かける人は，「好き」が 3割未満，「好き以外」が 7
割以上を占める．次いで，「好意的・否定的情報両方」
を見かける人は，「好き」（日本 53.6%，韓国 44.3%）
と「好き以外」（日本 46.4%，韓国 55.7%）とで差が
大きくない．そして，「好意的情報」を見かける場合
は，「好き」が日本は 70.3%，韓国は 42.9%で，日本
が 27.4ポイント多く，分布の違いが見て取れる．

4.3. 好感度の形成要因の分析
以上に述べた各形成要因と好感度との因果関係を，

カテゴリカル回帰分析（以降，モデル）を用いて分析
し，その結果の一部である標準化係数を表 5に示す．
分析は，調査対象である高校生，大学生，一般人と，

これらを一つとした全体の 4 つのモデルで構成され
る．分析の結果は，有意水準 0.05で，日本と韓国とも
に決定係数 R2 は低いものの（日本 0.320～0.508，韓
国 0.113～0.304），判別率（%）は 77.06～82.56で一
定の評価ができる．以下にその結果を示すが，ここで
の標準化係数は，回帰分析での回帰係数に該当するも
ので，平均 0，標準偏差 1で標準化している．
まず，全体での好感度の形成要因として関連性の最

も強いものは，順位の違いはあるものの，日韓ともに，
「関心分野」（標準化係数：日本 0.367，韓国 0.166），
「相手国の人への興味」（日本 0.191，韓国 0.201），「調
査対象」（日本 0.136，韓国 0.146），「インターネット
情報」（日本 0.119，韓国 0.248）で，これらが上位 4
位を占めている．特に，日本では「関心分野」が，韓
国では「インターネット情報」が最も強い関連性を示

している．次に関連性が強い要因は，日韓ともに「相
手国の人への興味」である．
続いて，調査対象別の詳細を見ると，高校生では，日
本と韓国ともに「関心分野」（日本 0.666，韓国 0.273）
と「インターネット情報」（日本 0.143，韓国 0.265）
が好感度との関連性が最も強い．これらは，他の調査
対象（大学生，一般人）と比べても高い値である．そ
の他，韓国の高校生では，「家族・知人など」（0.126）
も好感度を形成する要因となっている．
次に，大学生による好感度を形成する要因として最
も強いのは，いずれも「興味・関心要因」である．中
でも，日本では「関心分野」（0.462），韓国は「相手
国の人への興味」（0.346）である．第 2位は，共通し
て「経験要因」の「相手国への訪問」（日本 0.166，韓
国 0.183）である．韓国での第 3位は「関心分野」だ
が，日本に比べれば，好感度への影響は相対的に弱い
（0.175）．そして，「インターネット情報」（日本 0.056，
韓国 0.116）が 4つの要因の中では好感度との関連性
が最も弱いという結果は，日韓で共通している．
最後に，一般人では，好感度を形成する要因とし
て最も強いのは，いずれも「関心分野」（日本 0.358，
韓国 0.203），「相手国の人への興味」（日本 0.292，韓
国 0.146），「インターネット情報」（日本 0.130，韓国
0.146） で，これらが上位 3 位を占めている．また，
「相手国への訪問」（日本 0.119，韓国 0.073）も，相対
的に弱いが，好感度に影響を与えている．
以上のように，分析モデルによって細かい違いはあ
るものの，日本と韓国ともに，好感度の形成要因は，
興味・関心要因の「関心分野」，「相手国の人への興味」
と，経験要因の「相手国への訪問」，情報関連要因の
「インターネット情報」の 4つである．
次に，カテゴリカル回帰分析の結果の一部であるカ
テゴリースコアを表 6 に示す．各要因のクロスセク
ション別カテゴリースコアから，「好き」または「好き
以外」との関連を要因別に分析する．ここでのカテゴ
リースコアは，「＋」であれば「好き」，「−」であれば
「好き以外」への影響を当該要因が持っていることを
表している．
まず，全体での好感度を調査対象ごとに見ると，日
本と韓国ともに，「高校生」，「大学生」が相手国のこ
とが「好き」（0.836～1.251）なのに対し，「一般人」
は「好き以外」（日本−0.823，韓国−1.147）となって
いる．
次に，内的要因の興味・関心要因（「関心分野」，「相
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表 5. 好感度についてのカテゴリカル回帰分析の結果 I（標準化係数）

註) •分析には，SPSS Statistics 17.0の Categoriesを用いた．
•判別率（%）は，表 6に示す好感度のカテゴリースコア（+（プラス）の値：好き，−（マイナス）の値：好き以外）
の予測値を SPSSから求め，プラスの値は「好き」，マイナスの値は「好き以外」と判断し，好感度の観測値（好き，
好きじゃない）と一致するケース数を，有効分析サンプル数に対する構成比（%）で算出した．

•有効分析サンプル数は，各分析に用いる説明変数の組み合わせにより欠損データが生じるため，高校生，大学生，一
般人の合計と全体は一致しない．また，分析結果の有意水準は 0.05である．

•「／」（斜線）は，未使用の変数である． •「-」（ハイフン）は，標準化係数が有意でない変数である．

手国の人への興味」，「相手国のことばへの興味」）で
は，興味や関心を持っていれば「好き」となってい
る（0.100～2.106）．特に，日本では「個人レベルの
関心事 1⃝（文化全般，レジャー・旅行，社会・生活）」
（1.360），韓国では「その他」（2.106）への関心が，「好
き」の形成要因として最も強い．興味深いのは，韓国
では「個人レベルの関心事 2⃝（スポーツ，アニメ・ゲー
ム）」（−0.273）に関心があると，日本のことが「好き
以外」となることである．
続いて，外的要因を見ると，経験要因（相手国への

訪問）では，経験があれば「好き」となっている（日本
1.622，韓国 1.317）．また，情報関連要因では，「イン
ターネットサイト」（日本：海外 −3.291，韓国：国内
−0.690）が情報源であれば「好き以外」が多い．裏返
せば，インターネットサイトを情報源としない場合に
「好き」が多いわけだが，その度合いは，韓国（1.449）
の方が，日本（0.304）より強い．

さらに，情報関連要因の「インターネット情報」で
は，「否定的情報」が日本 −1.168，韓国 −0.692 で，
また韓国では「見かけない」も −0.747で，いずれも
「好き以外」を形成している．当然ながら，「好意的情
報」を見かけると，「好き」が形成される（日本 3.560，
韓国 2.675）．
以上のことから，人々が日常的にアプローチしやす
く，触れる機会の多い分野への関心やインターネット
上で見かける情報が，好感度の形成に深く関与してい
ることが伺える．
続いて，調査対象別の結果を見る．まず，高校生で
は，「関心分野」と「情報源」，「インターネット情報」
が好感度形成に関与している．「関心分野」では，日
本は，韓国の「個人レベルの関心事 1⃝（文化全般，レ
ジャー・旅行，社会・生活）」への関心（1.836）が「好
き」を形成する程度が相対的に強い．一方，韓国は，
日本の「個人レベルの関心事 2⃝（スポーツ，アニメ・
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表 6. 好感度についてのカテゴリカル回帰分析の結果 II（カテゴリースコア）

註) •カテゴリースコアの「＋」「−」の符号は，本来の SPSSによる分析では「好き」傾向は「−」，「好き以外」は「＋」
で表示されるが，人間の直感に合わせて，「好き」傾向を「＋」，「好き以外」を「−」に反転している．

•「／」（斜線）は，未使用の変数である． •「-」（ハイフン）は，標準化係数が有意でない変数である．
•関心分野の詳細については，表 4の註 3)を参照．
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ゲーム）」（1.248），「その他の関心事」（1.179）への関
心分野が「好き」を形成している．また，韓国の他の
調査対象（大学生，一般人）と異なり，「個人レベル
の関心事 2⃝（スポーツ，アニメ・ゲーム）」への関心が
「好き」の形成要因であることが特徴的である．次に，
情報関連要因では，韓国では「家族・知人など」とい
う情報源（1.703）と，インターネット上で見かける
「好意的・否定的情報両方」（1.338）が，「好き」を形
成している．しかし，「好意的情報」はカテゴリース
コアが −1.136で，「好き以外」を形成するのも特徴的
である．この結果が偶然のバイアスによるものなのか
は，今回の調査データでは究明できないため，今後の
課題である．
次に，大学生では，「関心分野」が，日本では「個人

レベルの関心事 1⃝（文化全般，レジャー・旅行，社会・
生活）」（0.946），韓国では「その他の関心事」（1.906）
の場合，「好き」が形成される．この傾向は，高校生
と同様である．しかし，韓国では「個人レベルの関心
事 2⃝（スポーツ，アニメ・ゲーム）」（−0.160）に関心
があると「好き以外」を形成する．「相手国の人への
興味」は，韓国でのみ好感度の形成要因となってい
て，興味があると「好き」が形成される（0.979）．ま
た，「相手国への訪問」は日韓ともに好感度の形成要
因で，訪問経験が「好き」を形成する（日本 1.446，韓
国 1.051）．「海外インターネットサイト」の情報源は，
日本だけの好感度の形成要因で，利用経験が「好き以
外」を形成する（−2.353）．さらに，「インターネット
情報」では，日韓ともに「好意的情報」（日本 4.055，
韓国 7.758）が，「好き」を形成する要因として最も強
い．しかし，どちらの情報も「見かけない」は，韓国
では「好き以外」を形成する（−0.509）．
最後に，一般人の結果を見る．まず「関心分野」で

は，日本は「個人レベルの関心事 2⃝（スポーツ，ア
ニメ・ゲーム）」（1.528），韓国は「その他の関心事」
（3.080）が「好き」を形成している．また，「個人レベ
ルの関心事 1⃝（文化全般，レジャー・旅行，社会・生
活）」は日韓ともに「好き」を形成する（日本 1.490，
韓国 1.268）．
一方，「国レベルの関心事（政治，経済，国際関係，

歴史，教育分野）」と「個人レベルの関心事 2⃝（スポー
ツ，アニメ・ゲーム）」では，正反対の傾向を示す（日
本 −0.317，1.528，韓国 0.396，−0.365）．
次に，「相手国の人への興味」，「相手国への訪問」で

は，日韓ともに，興味（日本 1.662，韓国 1.585）と訪

問経験（日本 1.533，韓国 1.186）があると，「好き」
が形成される．最後に，「インターネット情報」では，
日韓ともに，「好意的情報」を見かけると，「好き」が
形成される（日本 3.120，韓国 5.927）．一方，「見かけ
ない」と「好意的・否定的情報両方」では，日韓は正
反対の傾向を見せている（日本 0.667，−0.210，韓国
−0.257，0.890）．
以上のように，世代別の「好き」を形成する要因を
まとめると，日本では，韓国の「個人レベルの関心事
1⃝（文化全般，レジャー・旅行，社会・生活）」，「個人
レベルの関心事 2⃝（スポーツ，アニメ・ゲーム）」への
関心，「相手国の人への興味」（一般人のみ），「相手国
への訪問」（高校生除く），インターネット上の「好意
的情報」が比較的強い．
一方，韓国では，日本の「その他の関心事」，「個人
レベルの関心事 1⃝（文化全般，レジャー・旅行，社会・
生活）」への関心，「相手国の人への興味」と「相手国
への訪問」（高校生除く），「家族・知人など」の情報源
（高校生のみ），インターネット上の「好意的情報」（高
校生除く）が相対的に強い．特に，世代間においては，
未成年である高校生と社会的アクティビティーの高い
大学生，一般人の間では，「相手国の人への興味」，「相
手国への訪問」において明確な相違が確認された．
なお，日韓ともに，相手国に対する関心分野がない，
相手（人，ことば）への興味がない，訪問経験がない，
情報源のインターネットサイトで否定的情報を見かけ
るというそれぞれの場合に，「好き以外」が形成され
ることも明らかになった．

5. ま と め

本研究では，日本と韓国の人々が相手の国に抱く好
感度に関して，従来の限定的な調査対象や観点に加え，
高校生，大学生，一般人という幅広い世代を対象に好
感度を調査し，それを形成する要因を分析した．
その結果，日韓の様々な世代が相互に抱く好感度に
は，内的要因である個人属性要因の「調査対象（高校
生，大学生，一般人）」，興味・関心要因の「相手国への
関心分野」，「相手国の人への興味」，「相手国のことば
への興味」の 4要因，外的要因では，経験要因の「相
手国への訪問」，情報関連要因の 3つの情報源「国内イ
ンターネットサイト」，「海外インターネットサイト」，
「家族・知人など」，そして「インターネット情報」の
5要因，計 9要因が統計的に有意であることが明らか
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になった．このうち，情報源としてのインターネット
サイトやそこで見かける情報の種類が好感度の形成要
因であることは，従来の研究では言及されておらず，
本研究で初めて実証的に示した．
また，要因別に好感度との因果関係を分析し，「関

心分野，相手国の人への興味，相手国への訪問，イン
ターネット情報」の 4 つの各要因が好感度形成に強
く影響することを解明した．そして，この結果に関し
て，日本と韓国の各調査対象（世代）の傾向を明らか
にした．その傾向を簡潔にまとめると，「好き」とい
う感情は，日本では，「個人レベルの関心事 1⃝（文化
全般，レジャー・旅行，社会・生活）」と「個人レベル
の関心事 2⃝（スポーツ，アニメ・ゲーム）」への関心，
「相手国の人への興味」（一般人），「相手国への訪問」
（高校生除く），インターネット上で見かける「好意的
情報」によって形成されていた．
一方，韓国では，「その他の関心事」と「個人レベ

ルの関心事 1⃝（文化全般，レジャー・旅行，社会・生
活）」への関心，「相手国の人への興味」，「相手国への
訪問」経験（高校生除く），「家族・知人など」の情報
源（高校生のみ），インターネット上で見かける「好意
的情報」（高校生除く）によって形成されていた．こ
れに対して，「好き以外」の感情は，日韓ともに，関
心分野がない，相手国の人やことばへの興味がないこ
と，訪問経験がないこと，情報源であるインターネッ
トサイトで否定的情報を見かけることにより形成され
ていることも明らかになった．
なお，本研究の分析には限界もある．例えば，本研

究で採用した，日本と韓国の高校生・大学生・一般人
という分類である．両国の一般人には，20代～80代
までが含まれているため，世代による異同が把握しき
れない．これを世代ごとに区分し，本研究の結果を検
証することが今後の課題である．また，本研究は，従
来にない試みとして，好感度とその形成要因の全体的
な傾向の把握を優先した．そのため，現実には抱かれ
ているであろう感情のうち，例えば，「相手国の政治
は嫌いだが文化は好き」などは，調査しなかった．
さらに，そのような感情に影響する要因としてのイ

ンターネット上の記事が，具体的に何についてのどの
ような内容を扱っているかなど，個々の要因について
のより深い調査は行っていない．これらを掘り下げて
いくことも今後の課題である．なお，調査票の内容が
一部異なるため，本稿の分析に含めなかった小学生の
データは，別の機会に報告したい．

本研究では，日韓ともに，好感度及びその形成要因
において，高校生と大学生という若い世代と，一般人
との差が浮き彫りになった．具体的には，高校生と大
学生は，相手国に対して，より「好き」という感情を
抱いているのに対し，一般人は「好き以外」であり，
その形成要因にも世代による異同が見られた9)．
今後は，このような世代差に注目して自由記入式回
答によるイメージを分析し，各世代が抱くイメージの
詳細及びその背景にある原因や意識要因の究明など，
さらに踏み込んだ研究を課題とする．加えて，相手国
の「人」と「ことば」への好感度を形成する要因の分析
及び，自国に対する好感度の分析も進めていきたい．
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