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抄　録：　本研究は思春期前期の子どもにおける首尾一貫感覚（SOC）の構成概念を児童用SOC-13の因子構造
の観点より検討することを目的とした．全国の国公立小・中学校50校の小学5・6年生および中学1・2年生の児
童生徒8,947名を対象に児童用SOC-13による調査を行った．探索的因子分析（WLSMV法・オブリミン基準）を
実施し，その後，抽出された因子の確認的因子分析を行った．探索的因子分析の結果「対人把握可能感（α=.605）」

「有意味感（α=.725）」「把握処理可能感（α=.832）」と解釈され，3つの因子によって全分散の49%が説明できた．
また，3因子構造のモデルの確認的因子分析を検証したところ，適合度指標はχ2=4209.01，df=61，CFI=.943，
RMSEA=.087であった．以上より，思春期前期の子どものSOCは「対人把握可能感」「有意味感」「把握処理可能感」
で構成されている．
Synopsis：　Purpose: This study examines the construct validity of the 13-item sense of coherence (SOC) 
scale for children when applied to early adolescence.
Methods: A cross-sectional survey with the SOC scale was conducted on 9,643 students (G5‒G8) from 28 
elementary schools and 22 junior high schools from December 2013 to December 2015.
The study analyzed 8,947 students; the response rate was 94.9% because participants with missing values 
were excluded.
We applied exploratory factor analysis with categorical variables (weighted least square mean and variance 
(WLSMV) estimation, oblimin rotation) to extract the factors of the SOC scale. In addition, we performed a 
confirmatory factor analysis to investigate the construct validity.
Results: Three factors were extracted as a result of the factor analysis; they were interpreted as 
“Comprehensibility‒Manageability ( α =.605),” “Meaningfulness ( α =.725),” and “Interpersonal 
Comprehensibility (α =.832).” Additionally, the confirmatory factor analysis resulted in a three-factor model 
that showed an acceptable fitting index (Chi-square = 4209.014, DF = 61, CFI =.943, RMSEA =.087), providing 
further support for factorial validity.
Conclusion: The SOC is constructed in children during early adolescence as per three factors̶ 
“Comprehensibility‒Manageability,” “Meaningfulness,” and “Interpersonal Comprehensibility”.
Keywords：Early adolescents, Sense of coherence， Exploratory factor analysis, Confirmatory factor analysis， 
Construct validity
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Ⅰ　はじめに

　Aaron Antonovsky1,2） に よ っ て 提 唱 さ れ
た健康生成論は，健康はいかにして維持，回
復，あるいは増進されるのかという観点から，
その要因を健康要因（salutary factor）と呼
び，健康要因の解明と支援・強化が目指される
理論である3）．その中核的概念である首尾一貫
感 覚（Sense of Coherence: SOC） に つ い て，
Antonovsky2）は「その人に浸みわたった，ダイ
ナミックではあるが持続する確信の感覚によっ
て表現される世界〔生活世界〕規模の志向性の
ことである」と定義し提唱している．すなわち， 
SOCは自分の生きている世界（生活世界）は首
尾一貫している（coherent），つまり，筋道が
通っている，腑に落ちるという感覚である3）．国
内では，1996年の第15次中央教育審議会の答申
4）において謳われ，次の学習指導要領5）でも引
き続き掲げられている「生きる力」を支える力
であるとの考えもあり6），教育の領域でも重要
な概念であると考えられる．
　Antonovsky2）はSOCについて３つの下位概
念を定義している．１つ目に，自分の内外に生
じる環境刺激は秩序付けられた，予測と説明が
可能であるという確信を表す『把握可能感』，２
つ目に，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を表す

『処理可能感』，３つ目に，そうした要求は挑戦
であり心身を投入しかかわるに値するという確
信である『有意味感』が下位概念として存在す
ると述べている2）．加えて，SOCは乳幼児期から
思春期を経て青年期，せいぜい成人初期（20歳
代）にいたるまでの人生経験を通じて，後天的
に形成され，その人に深く刻み込まれ獲得され
ている学習性の感覚である2）とされている．し
かしながら，Antonovsky2）は「子ども時代に据
えられた強いSOCのためのいかなる基礎も，思
春期にはひっくり返ることが予想される」と述
べており，思春期のSOCは脆弱であると考え
られている．一方で，様々な良質な人生経験を
積み重ねることは，SOCの形成要因とされる汎
抵抗資源（Generalized Resistance Resources: 

GRRs）となり，思春期におけるSOCの形成が
促されうるとも考えられている7）．さらに，SOC
の形成期である青年期ぐらいまでは，SOCは機
能しているものの，きわめて環境依存性が高い
時期であると考えられている8）．また，SOC概念
を中核とした健康生成モデルは，今なお検証を
待つところの多い仮説的な理論になっており，
SOCの機能・効果に関する実証研究は一万を超
える報告がなされているが，SOCの形成・発達，
あるいは向上に関わる部分についての理論的実
証研究は未だ不十分であることも指摘されてい
る8）．
　Antonovskyは， 自 ら が 述 べ た「SOCに は

『把握可能感』『処理可能感』『有意味感』の３つ
の因子を有する」という仮説と探索的因子分析
の結果が一致せず9），明確に因子構造を示すこ
とができなかったことを報告している．その理
由として，AntonovskyはSOCの３つの下位概
念はマッピングセンテンス法を用いたことを挙
げている．SOCは３つの因子が提唱されている
ものの，因子が必ずしも仮説通りに構成されな
いことは指摘されており10）， SOCの構造は必ず
しもAntonovskyが提唱した仮説通りではない
ことが考えられる．ただし，近年の報告では確
認的因子分析によってAntnovskyの仮説に基づ
いた２次３因子構造の検証も行われている11-21）．
それらの報告では，統計学的に概ね許容されて
いるが，中には修正や項目を削除する方針を示
す研究も見られる14,17,18）．また， SOCが形成途中
であると考えられている大学生を対象とした国
内における報告では，２次３因子構造を報告す
るものもある19）が，１因子構造も報告されてい
る22,23）．坂野・矢嶋24）による国内の大学生を対
象とした報告では，探索的因子分析より「把握
処理可能感」「有意味感」の２因子が抽出され，
確認的因子分析からおおむね統計学的な許容水
準を満たしていることが報告されている．また
国外では，Zimprich et al.25）が12歳から18歳の
生徒を対象に「把握処理可能感」「有意味感」の
２因子構造を報告している．
　一方，児童用SOCスケール（以下，児童用
SOC-13）を用いた研究において，Torsheim et 
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al.26）はノルウェーの11，13，15歳の児童生徒を
対象に， SOCスケールを児童向けに開発してい
るが，先行研究12）に基づいた「把握可能感」「有
意味感」「処理可能感」を下位概念として用い
るに留まっている．国内では，坂野ら27）によっ
て，小学校５・６年生の男女の児童を対象に児
童用SOC-13を用いた調査を行い，Antonovsky
の仮説に基づく２次３因子構造の確認的因子分
析を行い，適合度から採択する報告がされてい
る．
　このように，SOCは子どもから成人を対象と
した研究において，SOCの下位尺度「把握可能
感」「処理可能感」「有意味感」に関する議論がな
されており，見解は必ずしも一致していない．
したがって，SOCの形成途中であると考えられ
ている思春期の子どもにおけるSOCの構造の検
討も未だ議論の余地があると考えられる．
　わが国におけるSOCスケールは，成人版の
29項目７件法版28），短縮版である13項目７件法 
版28,29）， 13項目５件法版17:），３項目７件法の
SOC-UTHS30），そして児童用SOC-13（13項目５
件法）27）がそれぞれ開発されている．
　戸ヶ里ら７）は諸外国の報告31-33）をふまえ，中
学生を対象とする際，成人の結果との比較を行
う目的がある場合には成人版を使用しても良い
との見解を示している．しかし，成人版のSOC
スケールは人生に関する抽象的な質問に対して
尋ねており，思春期前期の段階では認知発達水
準のばらつきもあるため十分には回答ができる
とは考えにくいことも指摘されている．加えて，
思春期の子どもを対象としたSOCの測定に関
し，成人版尺度を小・中学生に対し使用するこ
とは，内容妥当性や構成概念妥当性の見地から
の十分な検討はなされていない34）．したがって，
小児向けにアレンジされたものを用いる方が良
いことを述べている7）．
　我が国における中学生を対象としたSOC研究
は成人版SOCスケールを用いた研究報告35）なら
びに小学校高学年から中学生の思春期前期の子
どもを対象とした児童用SOC-13による実態報告
のみ36）である．したがって，小児向けにアレン
ジしたスケールを用いることが良いとされてい

る中学生に対し児童用SOC-13の構成概念妥当性
の検証はされていない．
　以上より，本研究は小学校高学年の児童なら
びに中学生の思春期前期にあたる子どもにおけ
る児童用SOC-13の構成概念妥当性について因子
構造の観点より検討することを目的とした．

Ⅱ　方法

　本研究は，北海道，東北，関東，近畿，中
国，九州地方にある地方都市の調査協力が得ら
れた国公立小学校28校および中学校22校の小学
校５・６年生の児童および中学校１・２年生の
生徒9,643名を対象に首尾一貫感覚の質問紙調
査を実施した．調査期間は2013年12月～ 2015年
12月であった．なお，大規模調査を行うにあた
り調査時期が長期間に及んだ横断調査であった
が，１年間の縦断調査を行った朴峠ら37）の報告
より本研究のデータには季節性の影響はないと
仮定した．
　なお，研究への同意は後述するフェイスシー
トにて，本調査の目的，匿名性が保証されるこ
と，回答は成績に一切関係しないことを説明
し，アンケートへの回答をもって同意とみなし
た．したがって，回答に不備のないものを除い
た8,947名（男子4,484名，女子4,463名）を有効
回答とした（有効回答率94.9%）（表１）．

表1　本研究の分析対象者の性・学年 度数（人）
学年 男子 女子 全体

小学5年生 853 790 1,643
小学6年生 852 880 1,732
中学1年生 1,474 1,507 2,981
中学2年生 1,305 1,286 2,591

全体 4,484 4,463 8,947

　調査にあたり，回答日，生年月，性別につい
て回答を求めた．また，首尾一貫感覚（SOC）
を測定するために，本研究は，Torsheim et 
al.26）が児童向けに開発した13項目５件法のSOC
スケールを坂野ら10）が日本語版に開発した質問
紙（児童用SOC-13）を用いた．回答は５件法で
求め，１～５点を付与かつ得点化した．尺度の
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信頼性は坂野ら10）によって確認されている． 
　また，思春期前期の子どもにおける児童用
SOC-13の構成概念妥当性を因子構造より検討
するために探索的因子分析を行った．児童用
SOC-1326,27）は５件法のリッカート尺度として
作成されており，各項目の評定値は間隔尺度
ではなく，順序尺度として扱うことが適当で
ある37）と考えた．また，順序尺度データについ
て，カテゴリ数が少ない順序尺度データを間隔
尺度と見なして因子分析を行うと正しく因子を
とらえられないことが指摘されている38）．した
がって，児童用SOC-1310）はカテゴリカルデー
タであると考え，平均分散調整済み重み付け
最小二乗法（WLSMV）による因子分析（オブ
リミン基準）を探索的に行った．さらに探索的
因子分析より抽出された各因子に対し，調査
対象の母集団に対する適合度を確認的因子分
析により検討した．なお，探索的因子分析なら
びに確認的因子分析（WLSMV法）にはMplus 
Diagrammer version 7.4を，その他にはIBM社
SPSS Statistics 24 for Macを使用した．
　本研究を開始するにあたり，同志社大学「人
を対象とする研究」に関する倫理審査委員会の
承認を得た（申請番号 1334）． 

Ⅲ. 結果

　因子数の決定を狙いに，児童用SOCスケー
ルの初期固有値を推定したところ，初期固有
値の値が１を超えたものは２個であった．ま
た，３個目の固有値は0.999を示しており，先
行研究36,37）より３因子構造が示されているた
め，因子数を１から３に指定し探索的因子分
析を実施した．その結果，それぞれ因子解の適
合度指標は，１因子解がχ2=12842.31，df=65，
RMSEA=.148，CFI=.824， ２ 因 子 解 が χ2= 
3490.16，df=53，RMSEA=.085，CFI=.953， ３
因 子 解 が χ2=1291.62，df=42，RMSEA=.058，
CFI=.983を示した．以上より，総合的に３因子
解が概ね良好な因子構造と判断されたため，３
因子構造を採択した．これらの因子負荷量のパ
ターン行列ならびに因子間相関の結果を表２に
示す．なお，３つの因子によって全分散の49.0%

が説明できた． 
　第１因子に高い因子負荷量を示した項目は，

「あなたはあてにしていた人にがっかりさせら
れたことはありますか」，「あなたはこれまでに
よく知っていると思っていた人が，思ってもな
かった行動をしてビックリしたことはあります
か」，「あなたは不公平な扱いを受けているとい
う気持ちになることはありますか」の３項目で
あり，『対人把握可能感』と命名した．
　第２因子に高い因子負荷量を示した項目は，
Antonovsky2）がSOCの３つの構成要素として
定義する「有意味感」と同様の「あなたは、毎
日の出来事をどのように感じながら過ごしてい
ますか」をはじめとする４項目であったため

『有意味感』とした．
　第３因子に高い因子負荷量を示した項目
は「あなたは自分でわけがわからない行動を
してしまうのではないかと不安になることは
ありますか」や「あなたは、今、何が起きよ
うとしているのかはっきりわからない、という
不安な気持ちになることがありますか」など
Antonovsky2）がSOCを構成する要素として定
義する「把握可能感」ならびに「処理可能感」
を中心とする７項目によって構成されていた．
したがって，『把握処理可能感』と命名した．た
だし，項目12「あなたは毎日やっていることに
ほとんど意味がないと感じることがあります
か」は，第２因子に.392，第３因子に.435の因
子負荷量を示した．
　加えて，第１因子「対人把握可能感」，第２
因子「有意味感」，第３因子「把握処理可能感」
の内的整合性に関する信頼性を検討するために
Cronbachのα係数を算出した．その結果，第１
因子「対人把握可能感」ではα=.605，第２因子

「有意味感」ではα=.725，第３因子「把握処理
可能感」ではα=.832を示し，各因子より構成さ
れる児童用SOCスケールには信頼性があるとい
える．また，各因子の因子間相関を算出したと
ころ（表２），相関係数は第１因子「対人把握
可能感」と第２因子「有意味感」が.281，第１
因子「対人把握可能感」と第３因子「把握処理
可能感」が.625であった．第２因子「有意味感」
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と第３因子「把握処理可能感」が.480であった．
　次に，探索的因子分析によって抽出された第
１因子「対人把握可能感」，第２因子「有意味
感」，第３因子「把握処理可能感」について確
認的因子分析を行った．なお，探索的因子分析
の結果を踏まえ，項目12は第２因子「有意味
感」ならびに第３因子「把握処理可能感」の双
方に対しパスを引いた．その結果（図１），適
合 度 指 標 はχ2=4209.014，df=61， CFI=.943，
RMSEA=.087 であった．また，図１に示す各因
子から観測変数へのパス係数は全て有意な水準

（ p<.05）であった． 

Ⅳ. 考察

　思春期は身体的，精神的，社会的に変化する
時期であり，この変化がSOCに影響をし，もと
もとの小児のSOCの脆さが露呈する時期だと考
えられている7）．しかしながら，SOCの形成・発
達，あるいは向上に関わる部分についての理論
的実証研究が不十分であることも指摘されて
いる8）ため，SOCが形成・発達されていく段階
である思春期において，SOCがどのような構造

表2　児童用SOC-13 カテゴリカル因子分析（平均分散調整済み重み付け 
最小二乗法・オブリミン回転）による探索的因子分析の結果

理論 2）上 
の因子 質問項目 第１因子 第２因子 第３因子

対人把握 
可能感 
α=.608

MA Q3. あなたは、あてにしていた人にがっかりさせられたことはありますか？ .768 .053 -.015

CO Q2. あなたは、これまでに、よく知っていると思っていた人が、思っても
なかった行動をしてビックリしたことはありますか？ .565 -.150 .072

MA Q5. あなたは、不公平なあつかいを受けているという気持ちになること
はありますか？ .362 .211 .232

有意味感 
α=.725

ME Q7. あなたは、毎日の出来事をどのように感じながら過ごしていますか？ .038 .860 -.025

ME Q4. 将来のあなたは、日々の出来事をどのように感じながら過ごしてい
ると思いますか？ -.052 .751 .013

ME Q12. あなたは毎日やっていることにほとんど意味がないと感じることは
ありますか？ .016 .392 .435

ME Q1. あなたは自分のまわりで起こっていることがどうでもいいという気
持ちになることがありますか？ .165 .324 .164

把握処理 
可能感 
α=.832

MA Q13. あなたは、自分でわけがわからない行動をしてしまうのではないか
と不安になることはありますか？ -.048 -.017 .765

CO Q11. あなたは、今、何が起きようとしているのかはっきりわからない、と
いう不安な気持ちになることがありますか？ -.002 -.024 .757

CO Q8. あなたは、自分の気持ちや考えがまったくわからないと感じること
がありますか？ -.045 .026 .724

CO Q6. あなたは困ったとき、どうすればよいのかわからないと感じること
がありますか？ .055 .013 .597

MA Q10.
どんな強い人でも、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？

.075 -.009 .594

CO Q9. あなたは、ほんとうなら感じたくないような感情をもってしまうこ
とがありますか？ .195 -.010 .580

因子間相関 第1因子 1
第2因子 .281 1
第3因子 .625 .480 1

CO：把握可能感（comprehensibility）　MA：処理可能感（manageability）　ME：有意味感（meanigfulness）
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であるかを検討することは重要である．また，
戸ヶ里ら7）は思春期の子どもたちを対象にSOC
を測定する場合に関し，中学生においても小児
向けにアレンジされたものを用いる方が良いこ
とを述べているが，子どもを対象とした児童用
SOC-13を用いた国内の報告は，坂野ら27）や朴
峠ら37,40,41）による小学生高学年の男女を対象と
した報告ならびに川勝ら36）による小学５・６年
生から中学１・２年生を対象とした実態報告の
みである．
　したがって，本研究は，思春期前期にあたる
小学５・６年生ならびに中学１・２年生のSOC
について，カテゴリカル因子分析による探索的
因子分析によって，思春期前期の子どもにおけ
るSOCの因子構造を探索的に検討した後，その
構造を確認的因子分析により確認を行った．そ
の結果，本研究の対象者の小学５・６年生なら
びに中学１・２年生における児童用SOC̶13の
因子構造は「有意味感」「対人把握可能感」「把握
処理可能感」の３因子構造である可能性が示さ
れた．
　質問項目において，項目12『あなたは毎日
やっていることにほとんど意味がないと感じ
ることがありますか』は「有意味感」ならび
に「把握処理可能感」の双方の因子において，
因子負荷量は0.4前後を示した．また，第２因子

「有意味感」と第３因子「把握処理可能感」の
因子間相関は.480であり，比較的強い相関があ

ることが示された．以上より，「有意味感」およ
び「把握処理可能感」の２つの混合した要因が
項目12「あなたは毎日やっていることにほとん
ど意味がないと感じることがありますか」の発
現に関わっていることが示唆された．すなわち，
児童用SOC-13において，思春期前期の子ども
たちを評価する場合には，構成される因子は単
純構造ではなく，交絡していることが考えられ
る．
　本研究が用いた児童用SOCスケールによる思
春期以降の児童・生徒を対象とした研究は，児
童 用SOC-13を 開 発 し たTorsheim et al. 26） が
11,13,15歳のノルウェーの児童生徒を対象に学
校ストレスとの関連を報告しているが， Feldt 
and Rasku 12） を参考に，児童用SOC-13におい
て「把握可能感」「有意味感」「処理可能感」を示
しただけであり，因子構造の検証まで至ってい
ない．一方，国内では，坂野ら27）が中国地方の
地方都市における小学５・６年生男女の児童を
対象に日本語版児童用SOCスケールの確認的因
子分析を行い，１因子構造ならびに２次３因子
構造を比較した結果，２次３因子構造のモデル
の適合度が良好であったことを報告しており，
本研究とは異なる見解を示している．
　本研究は３因子構造を示したが，Antonovsky
が提唱している従来の理論上の３因子とは異な
る「有意味感」「対人把握可能感」「把握処理可
能感」が抽出された．これは，坂野・矢嶋24）に

図１　児童用SOC-13の確認的因子分析の結果
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よる大学生を対象とした報告ならびにZimprich 
et al. 25）による12歳から18歳のスイスの生徒を
対象とした報告が示した「有意味感」「把握処理
可能感」に加えて，「対人把握可能感」と解釈
される因子が表出する結果となった．山崎3）は
Antonovskyの提唱する「把握可能感」と「処
理可能感」に関して，人との関わりが大きく関
わっていることを述べている．従来の把握可能
感とは，自分の日常生活や人生において直面す
る問題が何に由来するのかということや，何が
起ころうとしているのかということに，納得
いく説明がつけられる，理解できるという感 
覚3）である．また，処理可能感とは，そうした問
題に対し，自分には有効な対処資源（汎抵抗資
源）がある程度十分にあって，いつでも動員で
いる，したがって，その問題はなんとか処理で
きるという感覚3）である．思春期前期の子ども
にとって，SOCが形成される段階では，特に環
境や周囲の人々を対処資源として把握できるか
どうかといった感覚がより関わっている可能性
が考えられる．
　以上より，本研究は，思春期前期の子どもに
対し児童用SOC-13を用いることが推奨されるな
か，未検証であった児童用SOC-13における小・
中学生の児童生徒の因子構造を検証し，思春期
前期の子どもの児童用SOC-13が「対人把握可能
感」「有意味感」「把握処理可能感」から構成され
ている可能性を示した．
　本研究の限界として，本研究は北海道，東
北，関東，近畿，中国，九州地区を対象に，地
域差の偏りを含まないように対象者を選択した
が，調査協力の得られた学校のみによる調査で
ある．したがって，標本抽出の手続きがとられ
ていないため，母集団を必ずしも反映している
とは限らない．なお，一部の対象者のなかには，
回答を拒否しているものも見受けられたが，本
研究では回答に不備のないもののみを対象とし
たため，情報が反映されていない可能性があ
る．
　今後は，小中学生ならびに男女によって因子
構造や負荷量に違いがあるかを検討する必要が
あると同時に交叉妥当性についても検討する必

要がある．

Ⅴ. 結論

　思春期前期の児童生徒におけるSOCは「対人
把握可能感」「有意味感」「把握処理可能感」の３
因子から構成された．
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