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１．本報告の目的
本報告は教師をめぐるソーシャルキャピタルとして量的に調査可能で

あった幸福・ストレス(高木2019)と、量的調査不可能・公開可能な学
校防災に関する聴き取り調査(高木2016a)、聞き取り調査はしてメモ
は取っているが現時点では公表ができない“ややこしさ”のある内容
(高木2016b)の概要を報告する。

高木2016ａ

「学校防災体制の
構築」pp.87-103.

高木2019

「学校防災体制の
構築」pp.234-248.

高木2016b

「教師が成長する出
会いとは」pp.220-234.

提案は２点

・ソーシャルキャピタ
ルは絆であり感情の
呪縛(ほだし)の循環
でもある

・「数量化できる」「公
表できる」だけを基盤
にしたEBPMは危険？



１．本報告の本音の目的
量的研究ではできない「ソーシャルキャピタル・ダークサイドの魅力」

量的調査の下調べでメモしたキーワード集

“あと１月で退職だから話すけど、学生運動の時、あれ壊したの儂”
(2007年春小学校校長)

「『墓までもっていかんといかん』というから、その際に『その荷物、僕が代
わりに僕の墓まで背負うわけにはいきませんか？』といってみろ…その上で、
『オンザレコード・ノーオープン』といってみろ。」(2013年元高校校長 聴き
取り調査の際に事情をよく知る元同僚を仲介して)

「先生、〇〇市の中学校管理職を期間限定でこの地区に異動させて、その
次が高校校長になるという異例なはなしは、下手に面白がっちゃて嗅ぎま
わっちゃだめですよ」(2015年春・当時中学校教頭)

表にしにくい、一般化しにくい、当面ゴシップでも後々歴史的
になるそんな学校をめぐる社会関係資本を後に伝えたい



ネガティブなソーシャルキャピタルの実例

〇事務手続きで憂さ晴らしをする人がいて
〇その人は ・人間不信

・被害感情の負の互恵性
・内輪と余所者を分ける感 …が強い

〇その人が、県施設で２つの中核市の職員にだけ駐車場の費
用負担を強いる仕組みを作る

〇その反発で２つの中核市は県とは独立した施設を作る羽目
になる

ソーシャルキャピタル
の循環のネガティブな
方向のエネルギー



２．「尋ねることができた」「公表できる」
調査の結果・考察

聞き取り調査を行い仮説を設定した上で、職員室において
「ソーシャルキャピタル ＝ 逆転ストレッサー」として他
のストレッサーやストレス反応(バーンアウト)との関連を検討。
この他にも、阪神淡路大震災の聴き取り調査をもとに「学
校・地域のソーシャルキャピタル」を議論。高木(2019)

…とはいえ、こんな数字の分析より「面白い」「有
益」だが、公にしにくいエピソード多数



２．量的研究で「尋ねることができた」結果・考察(1)a 「今年度は幸福でしたか？」「昨年
度は幸福でしたか？」を聞けば、ほ
ぼ綺麗に正規分布する。

ちなみに、
具体的で特に深刻な質問(“介護で大
変”、“モンスター〇〇に苦しんで
いる”、“学級に生徒指導や特別な
支援できになることがある”など)を
すればするほど、回答は正規分布し
ないので量的調査がふさわしくなく
なる。仮に質問紙に入れたら回収率
急減・未回答項目急増・苦情申し立
て急増となる。そもそも「エビデン
ス」は「回答しにくい質問」では成
立しない・しにくい。



２．「尋ねることができた」「公表できる」調査の結果・考察(1)b

高木(2019)p.238

「職場環境ストレッサー」上位群(計
23.04%)と「個人的ストレッサー」
上位群(25.51%)、「職務ストレッ
サー」上位群(25.79%)、“どのス
トレッサーも上位群ではない”群
(49.5%)それぞれの領域ごとの合計
幸福度(「昨年度の幸福度」＋「今年
度の幸福度」)の上位群の出現割合を
表示。“単体のストレッサーだけ上
位群”はさほど幸福率は下がらない
ものの、“複数のストレッサー上位
群が重なる群”は幸福率がひどく下
がる。



参考１ ストレッサー・ストレス反応（バーンアウト過程）の各質問項目

高木・田中・淵上(2006)「教師の職業ストレッサーにおける職場環
境の要因と職務自体の要因がバーンアウトに与える影響の検討」
『岡山大学教育学部研究集録』131,p.155

職場環境のストレッサー(逆転)
=職員室のソーシャルキャピタル

・・・として検討



２．「尋ねることができた」「公表できる」調査の結果・考察(1)c

高木(2019)p.240

教師の幸福度はバーンアウトの「仕事を終
えて『今日は気持ちよい日だった』と思う
ことがある」とほぼ同じ“高すぎる相
関”(同一・類似概念の疑い)、「今の仕事に
心から喜びを感じる」と“高い相関”。い
ずれも逆転項目として<達成感の交代>の構成
質問項目。 つまり、バーンアウト（燃え尽
き症候群）における<情緒的消耗感>と<達成
感の交代>、<脱人格化>の３因子で「<達成感
の後退>は幸福を劣化させやすい」といえる。



２．「尋ねることができた」「公表できる」調査の結果・考察(1)d

↑高木(2019)p.241 高木(2019)p.243

「職員室のソーシャルキャピタルが悪い状
態」といえる「職場環境のストレッサー」
は全体的におもったより幸福阻害の影響力
が低い印象。

【ストレス過程】と【幸福度】
がある程度は独立



２．「尋ねることができた」「公表できる」調査の結果・考察(1)e

高木(2019)p.244

教諭ら(管理職や養護教諭を除く)の幸福上昇
者の規定因はストレッサーはあまり関係な
し。むしろ、ストレッサーである<職務の実
施困難>があるほうが、上昇のオッズがある。

教諭ら(管理職や養護教諭を除く)の幸福低下
者の規定因は<組織風土>と<曖昧な職務の多
さ>が低下のオッズがある。その程度。

思ったより幸福に職場環境のストレッサー
が(少なくとも線形性では)効いていない。こ
のあたりの理由は、保育教職志望大学生の
追加研究で「幸福を<楽しい>と<充実>を分け
ると、<充実>がむしろ<楽しくない>(苦しい)
に類似する」と認識されていることが傍証
になる。



２．「尋ねることができた」「公表できる」調査の結果・考察(2)

高木(2016a)、p.88
図作成の参考元
：稲葉曜二(2011)『ソーシャルキャピタル－孤立から絆へ』中公新書

阪神淡路大震災の「学
校が避難所となった際
のエピソード」収集時
に、学校の避難所運営
が“学校・地域間の関
係”に「良くなった」
り「悪くなった」りす
るジレンマ要素が確認
された。
学校の課題もあるもの
の、地域の課題や性質
もある。詳細なエピ
ソードは「面白く記録
したものの明かすこと
ができない」が大半。



２．「尋ねることができた」「公表できる」調査の結果・考察

〇量的研究にできるといかにも「エビデンス」「実証的根
拠」として学会査読誌【原著論文】でも評価されやすい

〇調査対象者が聞取り（質的調査)に参加し、ゲラチェックな
どに応じてくれたら、ある程度は一般化できる“仮説提
案”型論文として学会査読誌【資料論文】や【招待有】レ
ベルの成果につなげやすい

〇でも、本当に社会への報告として不足しているのは、人間
関係構築の上で「信頼したから話すけど」や「公にしても
らっては困るけど」「確認しようがないけど自分に見聞き
した範囲では…」などで語られる事例・エピソード

〇個々の証言は一般化しにくいし実証的検証が難しいけど、
後から客観性が担保できることもある。学会誌編集委員会
などで「オンレコ・ノーオープン」の記録が有益では？



３．「尋にくい」・「公表できない」調査メモの概要
上述のソーシャルキャピタル研究を行う過程において、

〇数量的分析
〇仮説設定（モデル化、質問紙づくり）

にはなじまない物語(ナラティブ)を多数収集。それらは多くが、

・ゴシップ的で話としては面白い
・人により証言詳細が違うので総合的整理が必要
・そのままは公にできない、しないほうが良い

…などの特徴があり、「研究にはなじまない」と思っていたものの、
後々に大きな検討意義・示唆があるだけでなく、「事実」の認定はで
きなくとも記録を歴史的資料として残していかなければ後世に悪影響

がある印象。「エビデンスベース」とは別に「ナラティブベー
ス」の研究位置づけが必要では？



３．「尋ねにくい」・「公表できない」調査のメモ(1) 戦後教育史から１

高木(2016b)、p.222
※取材源秘匿のため自治体名は配布資料では加工

どうも、【ネガティブ心理
学】と言ってもいいような、
ストレッサー・ストレス反応理
論では測れないような極端なス
トレッサーイベントや文化が世
代や地域で共有されている。

【不信感】【負の互恵
性】【内外意識】で渦が巻

いて、「意地悪で“仲間と
思わない連中”に駐車料
金を請求して数億円の建
物を建てざるをえないく
なる」「因縁がある組織
の“被害担当者”を吊る
し上げて法律ができる」よ
うなことがあるようだ。

これもソーシャル
キャピタルでは？



ストレスによる他害：行動的ストレス反応と攻撃行為への依存

ストレス論としての負のソーシャルキャピタル
・「かっとして攻撃」or「怖くて逃げる」（行動的ストレス反応）
・「ストレス解消」「ハラスメント的行為への依存」

（ストレス対処行動としての嗜癖・依存）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公私の生活世界                                  不健康 

個人的理解・行動選択                               不健全 

【ストレッサー】 

不快なことや負担の全般 

一般的に「ストレス」と呼ぶ 

 

 

【心理的ストレス反応】 

【身体的ストレス反応】 

 

 

【行動的ストレス反応】 

 

 

時間経過の流れ 

【ストレス対処】 

 

 

【依存症】 

 

 

① 

④ 

③ ② 

今までの学校教育に関わる

・生徒指導
・学校危機管理
・教育法制

(特に判例)
・・・などの研究はこの辺の仕組み
を突き詰めて考えず、「途中で一般
的な倫理」で考察をまとめてしまう
ものが多い印象。

参考２ 負のソーシャルキャピタルの発生原動力：“ストレス由来攻撃性”



３．「尋ねにくい」・「公表できない」調査のメモ(1) 戦後教育史から２

一例として、【教育行政VS教職員組合】史（あえて行った違法：「順法スト」など）

〇1970年ごろまでの低い教員給与【行動的ストレス反応的】とそれの残したもの

・本音(待遇問題)を組合も行政もいえず「教条」で言い争う
「学力テストは戦争への一里塚」 「子供のためになってない」
「勤務評定は戦争への一里塚」 「教師は聖職であり」

・理屈が分からないばかりか本当に必要な議論が抜ける
「退職勧奨や再任用とは何なのか？」
「勤務評定は人件費削減or職能開発促進どちらの手段なのか？」
「人事院勧告すら果たせない地方財政悪化の待遇問題で専門職の質
(就職人気、不正予防、離職予防)は確保できるのか？」
ユネスコILOの70-80年代の教職論(特別支援教育やメンタルヘルス)

・人間関係の葛藤が残る・拗れる・拡大する
同世代の人望のある人どおし行政と組合に分かれ葛藤が残った
その後、学生運動を経験した世代の「危険な文化」の流入

VS



３．「尋ねにくい」・「公表できない」調査のメモ(1) 戦後教育史から３

一例として、【教育行政VS教職員組合】史（残って拗らせ続ける関係性）

〇1980年代以降も闘争本格的【嗜癖的ストレス対処行動的】
・過去の葛藤の記憶が人事・待遇として残りつづける

→拗らせた双方がミドルリーダーになって争いが拡大
・本音を忘れがちで「教条」を「本音」と錯覚しはじめる

→待遇に不満が減ると拗れた人間関係の応報が目的に
→抽象的な「教条」「正義」で終わり、必要な議論までいかない

・「一体感・ライブ感」の依存性みたいなものが良くない波及

→群れたり相手を困らせることには依存性がある
・お金の使い方や周辺（団体、地域）との付き合いが混乱に拍車
・自己肯定感や自己効力感が嗜癖的によくない関係性を

→「権力者との関係」やその公使・仄めかしの利用
→「怖い・逃げたい」そんな気持ちに付け入る依存性

・・・・・そして双方ともに世間と乖離する。

訴訟・選挙などの闘争でも類似の負の社会関係資本がある？

→「教条」と「自分の正義、相手の悪い」の強調

結局は <不信感>と<負の互恵性>、<内・外意識>が循環し続ける



３．「尋ねにくい」・「公表できない」調査のメモ(2) 職業・私生活の葛藤から１

高田純・高木亮(2019非公表)
「教職員のワークライフバランスに配慮したキャリア支援方法の開発」(科研申請書)
公表物として加工したものは高木・高田(2019)『学校メンタルヘルス』p.232

オープンにできない話題な
ので拗らせやすい：ワーク
ライフバランス
私生活の大変さに

〇出産
〇子育て
〇介護

などがある。

公私のストレス
の関係は【人生の
時期】や【ストレ
スの種類】によって

一貫しない。



３．「尋ねにくい」・「公表できない」調査のメモ(2)
職業私生活葛藤から２

高木・高田(2019)「教職キャリア発達段階のライフラインによる分析」
『学校メンタルヘルス』p.233

私生活の大変さで言えない話として、

〇離婚前後
〇嗜癖
〇金銭問題
〇事件事故

仕事関係でも、

〇事件事故
※特に裁判

などは人には言えない。 あと、

〇自己宣伝・自己防衛
〇自己宣伝防衛の自粛
〇建前で自分がだまさ

れている
…などは「本音を明かす」でも注意

が必要



３．「尋ねにくい」・「公表できない」調査のメモ(2) 職業私生活葛藤から３

高田純・高木亮(2019非公表)
「教職員のワークライフバランスに配慮したキャリア支援方法の開発」(科研申請書)

そもそも教職ワークライフバランス研究はデータ収集困難(杉田2014)。
前述の聴き取りを一緒にした臨床心理士は上記のワーク・ライフ・スト
レス関係仮説モデルを提案。しかし、話自体が研究として公開できない
し、その次の量的なモデルの検証が絶望的なほど大変。結局はワークラ
イフバランスもオープンにできない、<不信><負の互恵性><内・外意識>
が成立しやすい



４．考察・提案

ソーシャルキャピタルの負の循環として「不信感」・「負の
互恵性」・「内外意識」をデータ分析しにくいことを承知で
考えてみていいのでは？

〇ソーシャルキャピタルを考える上で【ネガティブ心理】や
【ワークライフバランス】を倫理に留意して考える必要

〇研究における【エビデンス】と【ナラティブ】をどうすみ
分けるかという議論(どっちも、もともとは実証主義)

〇【オンザレコード・ノーオープン】というデータとどのよ
うに付合い、一定の客観性の確認を行うのかという学会研
究・機関紙編集上の期待



４．提案と今後の課題

概要しか公開できない・一般化できない、ども重要な示唆を持つ事例

・地元の利害関係や選挙などに巻き込まれて教育課程や学校行事で行政
と組合が揉めたメカニズム。学校外の権力を持つ人と威を借る人が入
り乱れて、挙句の果てに死人がでるほどになったA県東部。

・駐車料金数百円でもめて、県内に２つの「教育センター」を作らざる
を得なくなったB県。

・へき地学校のネット環境が貧弱なのは、ICT関連予算の執行が地元業
者で対応できる「端末の調達」に偏った、そんな事例(A町、B町)

・「ストレスチェック・ハザードマップ」を作ってみたら、特定の「モ
ンスター」な職員や保護者、住民にいきあたる例が非常に多い。

・教職員人事は異動は「公にできない消去法」で決まってしまう。
・学校統廃合は「死人がでるほど大変」。で、その背景として町内会

長の役職の取り合いがあることもある。この場合、「揉めにくい統廃
合の形」である小中一貫校・併設校などは解決にならない(B県)



４．提案と今後の課題

あくまで印象・ナラティブ(物語)としてのソーシャルキャピタルの正負メカニズム(2)

良くも悪くも人間らしい人間関係の動機づけとその暴走(負の動機づけ)

・金銭欲 生活不安定化の恐怖
・色・愛・性欲 スキャンダル化の恐怖
・権威・負けたくない欲(マウントをとりたい) 惨めさの恐怖
・暴力的欲求 報復を受ける恐怖
・情や正義感への欲求 被害感情と「報復」意識

上記は教育心理学が「良いことだけ」いう自己効力感と自尊感情のダー
クサイドでもある。組織人であれば常日頃よく見聞するものであるが、多
くは「日常のゴシップ・でも後々に大きな歴史」になったり、「公に言え
ない」「事実確認がしにくい」ゆえに事件化しないかぎり見て見ぬふりを
されやすい。「噂でも記録をとる、多面的にその事例の記録をつなげる、
そしてそれを一般理論にまでできる調査法」的な発想が必要では。



教育委員会など
自治体の範囲の地域

学区という
地域

他の学区

他の学区

学校の地域には
〇自治体
・都道府県
・市町村
〇学区
・中学校区
・小学校区
・防災の避難所
・ごく周辺
という単位がある。

どの単位で何かが起こっても、
けっこう破壊力のあるネガティブな
社会心理学的影響（ソーシャル
キャピタルのダークサイド）は激し
く効く。個人が自治体・国レベルに
まで影響を与える印象。

参考３



４．提案と今後の課題

今後の課題

〇「エビデンスベース」とは別に「ナラティブベース」の調査(取材)の
評価と研究上評価する上での倫理基準設定が必要では？

〇EBPMつまり「実証的根拠を基盤」にしてしまうことの不安。ゆえに
EIPMつまり「実証的根拠を参照(Informed)」にする発想。
少し思い切って言えば、
「ナラティブを参照したエビデンス、エビデンスを参照した方針」
(Narrative informed evidence. Evidence informed policy making.)

ぐらいの学校改善の構造が有効では？
〇ナラティブな記録は扱いがとても難しいので「オンザレコード・

ノーオープン」の記録の受け皿として例えば、学会誌査読時に論文以
外の「非公開データ」を別途、査読者や編集委員会に納めて査読審査
を行うなどの仕組みづくりが有効では？
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