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Ⅰ Ｓense of Ｃoherence(ＳＯＣ)とは？ 
その発想のもとになった健康生成論とは？ 
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極限のストレスに打ち克った女性たちを 
ヒントに生まれた健康生成論とＳＯＣ概念 

  イスラエルの更年期女性における強制収容所経験群と非経験群の 
 比較 － 思春期･青年期における過酷な経験がその後の心身健康 
              に及ぼす影響 － （模式） 
ー――――――――――――――――――――――----------------------------------------------------------------------------------------- 

            更年期における心身の健康  
                   良好  不良   計 
―――――――――――――――――――――――----------------------------------------------------------------------------------------- 

  強制収容所からの生還群  30％  70％  100％ 
 そういう経験のない群     50％  50％  100％ 
―――――――――――――――――――――――----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

★ユダヤ系アメリカ人の健康社会学者アントノフスキー博士(1923-94)
の健康生成論(ｻﾙｰﾄｼﾞｪﾈｼｽ)的な着眼と問い： 

  「極限のストレスを経験しながら、心身の健康を守れているばかり
か、その経験を人間的な成長や発達の糧にさえしている人たちが
いる。彼女らに共通する要因や条件=健康要因（ｻﾘｭﾀﾘｰﾌｧｸﾀｰ）は
一体何なのか？」 

  ⇒ その答え： 「それは人生究極の健康要因ＳＯＣ」 



アントノフスキー博士による 
健康生成論とＳＯＣ概念および尺度の提唱と展開 

• ①’Health, Stress, and Coping: New Perspective on 
Mental and Physical Well-being (健康､ストレス､そして対
処: 心身健康への新しい見方)’, 1979. 

  ⇒ 健康生成論とSOC概念の提唱 
 

• ②’Unraveling the Mystery of Health: How People 
Manage Stress and Stay Well’, 1987. 

   山崎・吉井監訳『健康の謎を解く: ストレス対処と健康保
持のメカニズム』(5刷、2010年) 

  ⇒ SOC尺度の作成・発表などSOC概念の深化 
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アントノフスキー博士のＳＯＣ（Sense of Coherence､
首尾一貫感覚）という用語と概念 

◆アントノフスキー博士は、ＳＯＣ概念を、人生においてまれにしか経
験しないような逆境や極限のストレスへの対処力・健康保持力とい
う枠を越えて、一般の人々の人生に遍く存在する様々なストレッサ
ーや危機への対処力・健康保持力として、先行研究や類似概念等
を入念に踏まえて、一般化し概念化・尺度化した  

◆コヒアレンス感/首尾一貫感覚は？： 「自分の生きている世界はコ
ヒアレント(coherent)、つまり、首尾一貫している、筋道が通ってい
る、訳が分かる、腑に落ちる」という知覚・感覚 

◆単なる主観・思い込みではない 

  この世に生を受けて以降の日々の生活の現実によって検証され確
かめられ､その人に深く刻み込まれていく自分の生きている世界に
対する知覚・感覚。後天的に獲得される。 

  その人と他者・周囲・環境との関係性において育まれる 

◆この感覚が人生究極の健康要因/ストレス対処・健康保持力として
機能 
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アントノフスキー博士が取った 
ストレッサーとストレスに対する見地 

• ストレッサーは健康に脅威とは限らない。ストレッサーは生き
ていく以上避けられないばかりか人間の成長・発達と豊かな
人生にとって不可欠 
 

• 人生とはストレッサー（人生出来事ストレッサーと人生状況ス
トレッサーの2種類から成る）にうまく向き合って生きていくこ
と 
 

• ストレッサーから健康を守り更にプラスすなわち元気や｢逆境
下成長｣等成長の糧へと変えられるか否かは、ストレス対処
力ＳＯＣの柔軟な(しなやかな)強さにかかっている 

  
 など 



健康生成論・健康要因とは？ 

• 疾病生成論(pathogenesis)が疾病の発生･増悪に関わる
危険因子(risk factor)に焦点を当て､その軽減･除去をめ
ざすのに対し、 

• 健康生成論(salutogenesis)は､人生における様々なスト
レッサーに成功裡に対処し健康を保持・回復・増進させ
ていく健康要因(salutary factor)に着眼し､その支援･強
化を図る 

 Health ease    <その時の健康状態>     Disｰease 
 健康----------ｰｰｰ--|------------健康破綻 
           ｻﾘｭﾀﾘｰﾌｧｸﾀｰ   ﾘｽｸﾌｧｸﾀｰ 

     (健康要因⇒｢健康への力｣)     (危険因子) 

• Antonovsky博士によれば、人間の健康を守る営みにと
って両者は車の両輪､相互補完的である、と 
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健康生成論的発想が世界の 
ヒューマンサービス分野に与えたインパクト 

■健康生成論は、保健･医療･看護のみならず心理･福祉･教育
といったヒューマンサービスに関わる広範な学問と実践分野
に、人々がもつネガティブな面に着目しそれをなくすことに加
えて、ポジティブな面に着目しそれを伸ばすことを重要視す
る新しい発想と観点をもたらした 

◇WHOヘルスプロモーションを理論的にも実践的にもリードし
たキックブッシュ博士によって、健康生成論はヘルスプロモ
ーションの哲学的基礎とも評された  

◇心身医学や臨床心理学に影響。ポジティブ･サイコロジーも
起った 

◇小児看護におけるレジリエンス（resilience､弾力性）概念、福
祉におけるストレングス･モデル(強さ･強み･長所への働きか
け)とも響きあった 
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ＳＯＣはその人の生きている世界への見方･向き合い方･ 
関わり方における以下三つの確信の感覚から成る 

• (1)把握可能感(sense of comprehensibility)： 自分の内外で生
じる環境刺激は､秩序立っており､予測と説明が可能であるとい
う確信 

 ･･･「自分の置かれている環境と状況がつかめる/分かる/読め
る」という感覚 

• (2)処理可能感(sense of manageability)： その刺激がもたらす
要求に対応するための資源はいつでも得られるという確信 

  ･･･「なんとかなる/乗り越えられる」という感覚（処理できるだけ
の力が自分にある必要は必ずしもない。頼めば必ず助けてくれ
る人がいるという確信もこれに含まれる） 

• (3)有意味感(meaningfulness)：そうした要求は挑戦であり､心身
を投入し関わるに値するという確信 

  ･･･「生きがい/やりがい/働きがいが感じられる」「生き生きして
いる/喜びや楽しみに満ちている」という感覚 9 



ＳＯＣ日本語版7件法13項目スケールを構成する質問項目 
に見る把握可能感co･処理可能感ma･有意味感me 

以下に私たちの人生に関する質問があります。①から⑬のそれぞれについて、
あなたの感じ方に最も近い番号にひとつだけ○をつけて下さい。 

②あなたは、これまでに、よく知っていると思っていた人の、思わぬ行動に驚
かされことがありますか？ co1221     

       全くなかった １・２・３・４・５ ・６・７ いつもそうだった 
⑧あなたは、気持ちや考えが非常に混乱することがありますか？  co2122 
                 とてもよくある １・２・３・４・５ ・６・７ 全くない 
⑤あなたは､不当な扱いを受けているという気持ちになることがありますか？  
 ｍa1222  とてもよくある １・２・３・４・５・６・７ 全くない 
⑩どんなに強い人でさえ、ときには「自分はダメな人間だ」と感じることがあ
るものです。あなたは、これまで「自分はダメな人間だ」と感じたことが
ありますか？  

    ma3131    全くなかった １・２・３・４・５ ・６・７ よくあった 
④今まで、あなたの人生は、 me2331 
  明確な目標や目的は全くなかった １・２・３・４・５・６・７ とても明確
な目標や目的があった 

⑦あなたが、毎日していることは、 me1312 
  喜びと満足を与えてくれる １・2・３・４・５・６・７つらく退屈である 
注）②⑦⑩は逆転項目。 10 



ＳＯＣでは信頼のおける他者や環境の存在が 
極めて重要～ＳＯＣと従来の自己概念との違い～ 

◇従来の自己(能力)概念や自信概念は、「あなたは、自分をどのよう
に見ていますか」として、他者や環境と対峙する自分の価値や力
について自己評価してもらってきた 

 

◎ＳＯＣでは、「あなたは、自分の生きている世界（それは、自分と他
者や環境との相互関係・相互作用から成っている）/人生において
、他者や環境とはどのような関係性をもっていますか、いい関係に
ありますか」と尋ねている 

◎ＳＯＣにとって、信頼されている､愛されている､尊重されている､認
められているといった感覚を生む他者＝信頼のおける/頼れる他
者（legitimate others､正統他者）の存在は極めて重要 

  信頼のおける/頼れる環境も同様 
   環境依存性とリソース依存性の高い/アメリカ個人主義のバイアス

から自由な/東洋的な 自己概念といわれる所以 
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ストレス対処・健康保持力概念ＳＯＣの 
類似概念はいっぱいある 

◆ＳＯＣはストレス対処・健康保持力概念中、最も包括性の高い概念 

• レジリエンス(弾力性)やハーディネス（堅忍不抜さ）も比較的包括的 

 

◆ＳＯＣを構成する三要素の各要素と重なる、つまり部分的に重なる
概念： 

• ホープ（hope､希望）､信頼(trust)､安心(sense of security)､ 

• また､米国の小児科医ボイス博士が着目した､家族間に確立された
習慣やルールが家族成員に与えるとされる安定感(sense of 
stability)や永続感（sense of permanence）、 

• さらに、生き甲斐､愛､信頼､公平･平等感なども 

• ストレス対処・健康保持力としての機能を有する、 

 

◆こうした力は、能力abilityというより､力power､エネルギーenergy､気
spiritと呼ぶにふさわしい！？ 12 



ＳＯＣはストレッサーに対し 
柔軟適切に対処する力：「しなやかに強い」 

• ストレッサーとストレッサーがもたらす緊張の処理におい
て発揮される 

 ・積極的対処と消極的対処と 

 ・ストレスをもたらし得るものを関心の外に置く 

• SOCの高い人のストレッサーへの向き合い方・関わり方
やストレッサーの受け止め方にはどんな特徴がある？ 

 ・リフレイミング、ポジティブ・シンキング、楽天主義（
optimism） 

 ・いつも自分を客観視、対象視できる 

  ･･･「もやもやメモ」や「モノローグ」はそのための道具 
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SOCはストレス対処･健康保持力としての予測力を 
有する： 予測的妥当性を明らかにした縦断研究(1/3) 

◆産業労働者において、SOCが高い群ほど、7年後の病気欠勤
率や、1年後の身体症状とバーンアウト症状の有訴率、8年間
の冠状動脈疾患の発症率などが低かった、また、4年後の主
観的健康度が良好だったとする研究など 

 

◆イギリスの中高年齢者約２万人を６年(1996-2002)追跡して死
亡率との関連性を検討した結果、SOC高群は低群に比べて、
性･年齢､慢性疾患の有無､喫煙歴､BMI､収縮期血圧､ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ､敵意､神経症傾向で制御しても、死亡率が死因によらず
30％近くも低かった(Surtees et al.,2003) 
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SOCはストレス対処･健康保持力としての予測力を 
有する： 予測的妥当性を明らかにした縦断研究(2/3) 

◆患者を対象とした研究でも、関節置換術後2年後における心
身の回復に術前のSOCの高低が予測力をもっていたとする
研究や、自殺未遂で入院してきた患者の入院時SOCが高い
群で、その後の自殺念慮・企図が抑制されたとする研究、統
合失調症患者においてSOCが高い群ほど1年半後のQOLや
心理社会的状態が良好だったとする研究など 

 

◆ストレッサーの影響に対するSOCの効果に関する縦断研究
には、一般住民においてストレスフルイベントが１年後の精
神健康に及ぼす影響をSOCが緩和する効果（緩衝効果）を
認めた筆者らの研究や、大学生においてSOC高群は低群に
比べて、定期試験の実施に伴うディストレスが相対的に尐な
く、かつ、ストレス状態からの回復が速いことを認めた実験的
研究など 



SOCはストレス対処･健康保持力としての予測力を 
有する： 予測的妥当性を明らかにした縦断研究(3/3) 

◆ノルウェーの大都市地域に居住する、精神健康問題を
抱えながら生きる人々の人生満足度の1年間追跡した
結果、追跡開始時点の精神症状の多寡は人生満足度
の変化に対し予測力は全く認められず、ＳＯＣが人生満
足度の向上に対し強い予測力をもっていることが示され
た(Langeland et al., 2007) 

 

◆「ＳＯＣは病気や障害があっても/ストレスフルな出来事
に曝されたり状況に置かれたりしても健康で明るく元気
に生きていくことを可能にする力 ！」 
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Ⅱ ＳＯＣはいかにして形成が促進さ
れるか？いかにして高められるか？ 
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ＳＯＣは生涯発達する（1)形成期 

 
• 乳幼児期から思春期を経て20代の青年期･成人初期ま

での生育環境*とそこでの人生経験がＳＯＣ形成を左右
する（ＳＯＣ形成が阻害されるか促進されるか） 

  * わが国では特に家庭環境と学校環境が重要 
 
• ＳＯＣ形成を促進する良質な人生経験(life experience)と

は： 
  ①一貫性のある経験 
  ②過小でも過大でもない､適度な負荷のかかった経験 
  ③結果の形成に参加できた経験 
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ＳＯＣは生涯発達する（2)成熟期 

• 30代以降の形成されたＳＯＣも変化する。向上・回復・高
め維持もあれば低下もあり得る 

• 緊張処理(tension management)の成功／対処の成功
(succesful coping)体験によって強化される 

• 汎抵抗資源の動員力としてのＳＯＣが強められる（/成熟
する） 
 

• (1)形成期における人生経験の質､(2)成熟期における緊
張処理(=ｽﾄﾚｯｻｰ･ｽﾄﾚｽ対処)の成否の経験、の両方とも
、 汎抵抗資源 (Generalized Resistance Resources, 
GRRs)の豊富さによっても左右される。その汎抵抗資源
はまた、子育てパターンや社会的役割（複合体）などの
影響を受けている 
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ＳＯＣ向上と関連する人生・生活経験探しの研
究がＳＯＣの具象化(｢見える｣化)に有効、ＳＯＣ

向上策に示唆的 

◆形成期ＳＯＣの形成促進や成熟期ＳＯＣの向上ないし
高め維持と関連する人生・生活経験こそ、ＳＯＣとは正
のスパイラル（良循環､相乗作用）、あるいは表裏一体
または構成要素の関係にある可能性が高い 

  ・病ある人生への適応や再構築 ⇔ ＳＯＣ 

  ・ストレス関連成長､逆境下成長､知覚された肯定的  

   変化､等 ⇔ ＳＯＣ 

◆ＳＯＣとは違って、人生・生活経験は具体的､可視的､ 

  たとえ主観的であっても間主観的で、共有可能なため、 

   第一線現場での明日からの実践にもかなり示唆的 
20 



1-1/5  ＳＯＣ向上に繋がった 
二つの患者支援プログラム 

• 慢性疾患や難病の患者においてSOCの有意な向
上が認められた患者支援プログラムとその評価研
究は、世界にまだ数件しかない 

 

• そのうちLangelandら(2006,2007)と山崎ら(2010)がそ
れぞれ研究対象としたプログラムにはそれぞれ次
のような特徴があった  
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1-2/5  ノルウェーのランゲランド博士らによる 
世界初のＳＯＣ向上プログラム 

◆ランゲランド博士らが開発したＳＯＣ向上プログラムに参加した精神
健康問題を抱える人々において、プログラム終了後まもない時期の
ＳＯＣに有意な向上が（介入研究デザインの研究で）認められた 

  （Langeland et al. 2006） 
◆当該プログラム※の三つの特徴 （Langeland et al. 2007） 

  ※週1回1時間半､19週に亘るプログラム   

 ①参加者自らの可能性や潜在能力、内的・外的資源とその利用の  

  仕方への気付きの促進を極めて重要視している点 

 ②介入がグループトーク、トークセラピー方式で行われることに高い 

  価値を見出し、グループリーダーを務めるナースに対してはファシ  

  リテータとしての役割を期待し、また、参加者に対するリスペクトと 

  無条件の肯定的まなざしを要求している点 

 ③日常生活における経験を題材・教材に用いることに徹している点 
22 



1-3/5  日本の慢性疾患セルフマネジメントプログラ
ムCDSMP受講者に起こったSOC向上からの示唆 

◆CDSMPは新しいタイプの患者支援プログラム： 

  ①異種の疾患患者が集う疾患横断的プログラム、 

  ②グループリーダーが患者・家族の非専門家、運営・進行が
当事者主導、 

   ③焦点は行動変容よりは「病気とともに生きる」こと（治療・感
情・社会生活の管理） 

  ※1週1回2時間半､6週に亘るプログラム 

◆受講前後におけるSOC向上と相対的に最も顕著に有意な関
連性を有した「受講による変化についての本人回答」： 

   「気持ちが楽になった」！「尐しずつでよい/無理しなくてよい
と感じられるようになった」！と「何事もよい方向で考えられる
ようになった」！の三つであった。しかも、あとの二つでは、
SOCの三要素中、処理可能感とは無相関 
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1-4/5 CDSMPによる自己管理支援の方法と内容 

• ワークショップの提供方法 
– 毎週１回､2時間半のセッションが6週間に亘って提供される 
– トレーニングを受けた患者を含む非専門家二人がリーダーと

して10人前後の患者が受講するワークショップが展開される 
• プログラム受講者の学習内容 

– 自分の感情に対処する技術、日常的に運動していく上で必要
な知識、薬の適正使用に必要な知識、家族や医療従事者と
のコミュニケーションを円滑にはかるための技術、適切な食生
活をすすめていくための知識、治療についての理解を深める
ための資源の活用の技術など 

• 受講者の自己効力感を高めるために工夫された教授法・学習法 
– 毎週のアクションプランとフィードバック、ブレインストーミング

と問題解決法、自分と同じような人に教えられる、自分が決め
ていくというプロセスの尊重、デイスカッション、症状の再解釈、
納得と支援など 
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1-5/5  「気持ちが楽になった」「尐しずつでよい､無理しなく
てよい」という感覚・知覚の生起がいかにしてストレス対処
力向上に繋がったのだろうか？ 

CDSMPのあるマスタートレーナーの患者さんはこう話してくれた 

  「肩の荷が降りる」「プレッシャーから解放される」あるいは「他者が
設定した目標に、がんばっても届かない自分」という自己イメージから
解き放たれる。 

  「今のままの自分から始めればいい。スーパーマン（完璧な人間）に
ならなくていい」といった体験をし、自己肯定できるようになったこと
が、その人が本来持つ生きる力をじわじわと復活させるのではないでし
ょうか 

自己肯定感！！ ・・・「子どもの根っこを丈夫に育てよう」という講演
等でよく聞き、書籍等でよく目にしてきた概念 

   ⇒ ＳＯＣと重なる！自尊感情とは異なる、という！ 

・汐見（2003）によれば、「放し飼いの保育」、「内発的動機づけによ
って自分を作り上げていくことを大切にしよう」、「共感・共苦の言
葉のすすめ」、「いいところ探しで子どもを伸ばす」等が奨められて
いる 



2-１/2 薬害ＨＩＶ感染生存患者242名における 
逆境下成長の各項目得点とSOC及び3要素の各得点の横
断質問紙調査データによる相関分析結果 

◆薬害HIV感染生存患者におけるSOCと正の強い相関関係
にあったAG項目は「精神的に強くなった」「新しい生きがいや
人生の楽しみが得られた」「人や社会のために役立ちたいと
いう思いが強くなった」「物事を良い方向に考えるようになっ
た」の4項目 

◆「精神的に強くなった」は、SOCの3要素中、把握可能感と
最も相関が高い唯一の項目 

◆その他の項目では、有意味感との相関が最も高く、なかで
も、「物事を良い方向に考えるようになった」とは相関係数が
0.49にも上っていた 

◆上述の「精神的に強くなった」と、ＳＯＣ3要素との関係性が
同じだった項目に、自由回答項目「人生はつらいことだらけ
だと思うようになった」があった 
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2-2/2 薬害ＨＩＶ感染生存患者242名における 
AG各項目得点とSOC及び3要素の各得点の相関
分析結果、その考察 

• 逆境化成長は、ＳＯＣ3要素中では有意味感との関連
が最も強い。有意味感を強めることに繋がる対処経験
には、意味付けし直し、リフレーミング、希望・期待が
持てる、オプティミズムなどが関係していそう 

 

• 「精神的に強くなった」や「人生はつらいことだらけだと
思うようになった」という経験は、「腹をくくれた」「覚悟
はできている」などと関連するのではないか  
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3-1/1  薬害HIV感染生存患者のSOC変化と 
密接に関連･変動する3種類の不安と生きる支え  

◆事件発生以来20年にもなる薬害ＨＩＶ感染生存患者84名
における1998年から2005年までの7年間を挟む2時点間

追跡調査データの検討結果（山崎ほか､2006）：  
• SOCは、肝臓疾患を抱えていることによって低下していた 

• 精神･身体症状数の増加、差別不安由来の生活自主規制件
数の増大、経済的不安の増大とは密接な負の関連 

• 生きがいの在処数の増加とは密接な正の関連を示して変動 

⇒ 

• SOCが健康不安・不確実感、経済的不安、差別不安によって
脅かされている可能性 

• こうした不安の軽減・除去がSOC回復に繋がる可能性を示唆 
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４-1/3  就労経験をもつHIV感染者で 
SOC高群の人たちに特徴的な出会い・遭遇環境 

就労経験をもつHIV感染者40名（うち性感染に由る者85％）への
in -depthインタビュー調査データのSOC高中低群間比較の結果 

 （大宮朊子,2011より｡但し山崎引用により一部改変） 

• 回答は「『いい人たち』『いい職場』に恵まれた」に尽きる 
 

• 「いい人たち/職場」とは、「自分を認めてくれる、信頼してく
れる、尊重してくれる、または、大切に思ってくれる人たち/
職場のこと」であった 
 

• それらによって、SOCが高められたか高めで維持された可
能性が考えられた  
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4-2/3  就労経験をもつHIV感染者でSOC高群
の人たちに特徴的な対処・適応努力（1/2）  

• その1： 

• 「『いい人』『いい職場』との出会いの可能性を信じて/
にかけて話してみるなどやってきた」 

• つまり、「いい人たち」や「いい・職場」との出会いも、高
いSOCが「いい人たち」「いい職場」との出会いに至ら
しめ、他者からのヘルプやサポートを引き出した結果
である可能性が考えられた  

30 



4-3/3 
就労経験をもつHIV感染者でSOC高群の人たちに特

徴的な対処・適応努力 (2/2) • その2： 

• 「明るい面にも目を向ける/（尐なくとも）暗い面にのみ囚わ
れないように努めてきた」 

• 上記カテゴリーには、「人間誰だって困難や不安はある」「
問題は本当にHIVのせいなのか」「感染や辛い経験は自分
の人生の一部でしかない、と考えるようにした」などが含ま
れている  

• その3： 

• 「生きる支え、生きる目標を立て直した/新しく見付けた」 
 

• 【示唆・まとめ】上述の三つの対処・適応努力とSOCの向上
または高め維持との関係は、正のスパイラル、または同時
進行過程の表裏の関係にある可能性が考えられた 
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5-1/5  働く人たちのＳＯＣを 
高めるための二つのアプローチ    

• 働く人々のSOCを高める方策には、Antonovskyの原
書においても、その後の実証研究の結果からも、二つ
のアプローチがある 

• １）働く人たちに直接働き掛ける方法 
• ２）働く人たちの労働職場環境条件を変えることにより

働く人たちのSOC向上を期待する方法 
 

• 以下で紹介する先行研究と我々の研究結果も、この
二つの取り組み方への示唆を含意しており、また、一
般論として、この2種類のアプローチの併用がSOC向
上には不可欠である 
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5-2/5 働く者のＳＯＣを高める職場の条件に 
関する縦断研究の紹介  

◆Feldt  et al.(2000)の働く男女219人の1年間追跡調査データを
用いた分析によれば、 

• 「職務安定性が高い、雇用不安がない」、また「職場風土が良
好、同僚からの助けが得られやすい」と自己評価する職場で
働いていた者で、SOCは高めに維持される関係にあった 

• 1年間に「職場風土が良好化した」「上司からフィードバックや
支援、率直さが得られやすくなった」という職場変化を経験し
ている者で、SOCが向上していた 
 

◆戸ケ里ら（2011）の日本の20～40歳成人労働者2,571名を対
象にした2年間3時点の縦断調査データを用いた分析でも、自
由裁量度があること、職務安定性があること（｢今後1年間に
失業可能性がない｣）がSOC向上との関連性を認めている 
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5-3/5 山崎が当初仮説的に提示した「健康で 
明るく元気に働き続けられる職場」の六つの条件 

山崎の先行研究や文献のレビューと聴き取り・観察・調
査等を踏まえて作成 

• ①情報の共有が図られている職場、 

• ②コミュニケーションが良好で、相互理解や相互支援
協力のある職場、 

• ③ものが言える職場、 

• ④一人の人間として尊重されていることを感じられる
職場、 

• ⑤目標や価値観がある程度共有されている職場、 

• ⑥学びのある、成長の得られる職場  
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5-5/5 益子ら我々(2009､2010)の 
「働く人たちのＳＯＣを高める職場の条件チェックリスト」 

別名「働きやすく働きがいのある職場チェックリスト」 

①役割・目標の明確な職場 （「目標を共有できている」など） 

②心理的報酬のある職場  （上司や同僚が｢評価してくれて 

  いる/認めてくれている｣など） 

③信頼と協力のある職場 （「職場のメンバー間で［相互理解・ 

  相互支援協力］がある｣など） 

④自己表出ができる職場  （「メンバー間でお互い悪い点を 

  指摘し合える」｢本音が言える｣「聞く耳をもっている」など） 

で働いていると回答している人でＳＯＣが高く、 

一部は直接に、また一部はSOCを介して、精神健康度向上と  

蓄積疲労度軽減にプラスに作用するという関係にあった 

• 因果関係にあることの縦断研究による検証等を目下準備中 
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6-1/1 高校生におけるSOC形成の促進に関連し
ている可能性の高い学校生活要因  

◆某大学付属高校の生徒約1500名の3年間追跡調査データ
の横断分析結果(戸ケ里・坂野ら, 2007; 米倉・横山ら, 2010｡
山崎引用に当たって一部改変)によれば 

 
* 学校帰属感項目中では「学校には自分の居場所がある」「学

校に溶け込めている」「学校では本来の自分でいられる」に
代表される、受け入れられている/認められているという感
覚 

 
* 「高校生活は面白い、充実している、仲間・友達に恵まれて

いる、学びが多い、成長がある」といった学校生活充実感  
 
* 学校（友達や先生）でも家庭・家族でも「自分のことをよくわ

かってくれていると思える人」の存在が重要 
36 


