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 寄与率 累積寄与率
軸 1 0.51 0.51
軸 2 0.28 0.79

軸 1 軸 2

中央大学

明治大学

法政大学

早稲田大学

青山学院大学

立教大学

上智大学

慶應義塾大学

中央大学   0.598 
明治大学   0.456 
早稲田大学   0.413 
法政大学   0.341 
青山学院大学   -0.234 
立教大学   -0.316 
慶應義塾大学   -0.405 
上智大学   -0.611 
親しみやすい   0.755 
自由な   0.609 
明るい   0.548 
力強い   0.449 
のんびり   0.427 
多様な   0.252 
個性的な   0.171 
先進的な   0.031 
自慢できそう   0.008 
知的な   -0.129 
まじめ   -0.222 
厳格な   -0.394 
おしゃれな   -0.429 
落ち着いた   -0.510 
上品な   -0.969 

青山学院大学   0.679 
立教大学   0.432 
中央大学   0.119 
明治大学   0.055 
法政大学   -0.062 
上智大学   -0.183 
早稲田大学   -0.225 
慶應義塾大学   -0.520 
のんびり   0.975 
おしゃれな   0.722 
親しみやすい   0.424 
明るい   0.267 
落ち着いた   0.241 
自由な   0.209 
上品な   0.192 
自慢できそう   -0.058 
多様な   -0.067 
知的な   -0.164 
個性的な   -0.182 
先進的な   -0.293 
まじめ   -0.339 
力強い   -0.663 
厳格な   -0.665 
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【関東】難関私大（早慶上智MARCH）2008年
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 寄与率 累積寄与率
軸 1 0.46 0.46
軸 2 0.37 0.83

軸 1 軸 2

中央大学

明治大学

法政大学

早稲田大学

青山学院大学

立教大学

上智大学

慶應義塾大学

明治大学   0.628 
法政大学   0.363 
中央大学   0.320 
早稲田大学   0.299 
立教大学   -0.141 
慶應義塾大学   -0.427 
青山学院大学   -0.550 
上智大学   -0.629 
親しみやすい   0.776 
力強い   0.554 
自由な   0.527 
明るい   0.376 
多様な   0.299 
個性的な   0.240 
まじめ   0.123 
落ち着いた   0.091 
先進的な   0.080 
のんびり   0.032 
厳格な   0.018 
自慢できそう   -0.119 
知的な   -0.173 
おしゃれな   -0.738 
上品な   -0.994 

青山学院大学   0.726 
立教大学   0.471 
明治大学   0.405 
法政大学   0.041 
早稲田大学   -0.222 
慶應義塾大学   -0.375 
上智大学   -0.407 
中央大学   -0.479 
おしゃれな   0.706 
のんびり   0.658 
親しみやすい   0.594 
明るい   0.516 
自由な   0.421 
個性的な   0.074 
落ち着いた   0.044 
上品な   0.036 
多様な   -0.046 
先進的な   -0.075 
自慢できそう   -0.199 
知的な   -0.343 
力強い   -0.353 
厳格な   -0.660 
まじめ   -0.684 

【関東】難関私大（早慶上智MARCH）2012年
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