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1．緒言 

日本における大学生の就職をめぐる環境は年々

厳しさを増している。厚生労働白書(厚生労働省)で

は,2010 年 12 月 1 日の内定率は 68.8％と昨年に引き

続き大きく低落し、1996 年の調査開始後最低とな

った。現代はストレス社会とも言うように、ストレ

スは身の回りにあふれているが、人生をよりよく健

康に生きるためにはストレスと上手く付き合うこ

とが重要であると考える。 

アーロンアントノフスキーが提唱した Sence of 

coherence（以下 SOC）は、ストレス対処能力概念

である。山崎はその SOC について、｢万人の人生に

あまねく存在するストレッサーや危機から自ら守

るだけではなく、それらを自らの成長や発達の糧、

また喜怒哀楽のある豊かな人生の糧にさえしてい

くストレス対処能力であり、それこそ人生の究極の

健康要因である 1)。｣と述べている。 

ストレス対処法の一つに、セルフ・ハンディキャ

ッピング(自己呈示)がある。これは、課題遂行に失

敗した結果として自己評価や社会評価の低下が予

想される場面において、あえてその課題遂行を妨げ

るような行為を行い、自己の弱点や問題点を表明す

る過程である。臨床・心理教育学の分野では、回避

方略はストレス状況の解決や不快情動の緩和、学業

達成などを阻害するものとして、非適応的な方略だ

とされている
2)
。 

本研究は、大学生にとってストレスフルなイベン

トである就職活動と、ストレス対処能力(SOC)がど

のような関係性にあるのか、特に、ストレス対処能

力のうちセルフ・ハンディキャッピングに着目し、

就職活動においてどのような関係性があるのかを

検討し，明らかにする。 
 
2． 研究方法 

2-1 対象 
 茨城大学の 4 年生以上の人、男 92 人、女 73 人
の計 165 名であった。 
 
2-2 測定内容 

・SOC 対処能力(SOC)13 版尺度 

アーロンアントノフスキーが開発した SOC-29 項

目版を山崎が改正し、13 項目版にしたもの。これ

は、人生の志向性を 13 項目から構成したもので、

把握可能感、処理可能感、有意味感の 3 つの因子か

らなる。こうした 3 つの確信の感覚が、環境と主体

である人との相互作用からなる生活世界へその人

の志向性(orientation to life)を作り、そうした生活世

界に対する確信の感覚や向き合い方をもつことが

できている人ほど、ストレッサーやストレスフルな

状況に耐え、ストレス処理能力が高いということで

ある。 

・セルフ・ハンディキャッピング尺度 

沼崎・小口(1990)によるセルフ・ハンディキャッピ

ング尺度。ジョーンズら(1986)による 25 項目版を 

 

 

もとに日本人への適用性を考慮して作成されたも

の。 

・就職活動アンケート 

 就職活動内容について 22 項目から構成したもの。 

 
得られたデータを、分析ソフトを用いて統計処理

を行った。ストレス対処能力、セルフ・ハンディキ
ャッピング、就職活動アンケートそれぞれに相関分
析をおこなった。また、就職活動アンケートについ
ては、質問ごとに多重分析をおこなった。 

 
3. 結果と考察 
3-1就職活動内容 

就職活動経験者については、経験者がそれぞれ
男 50 人女 35 人、未経験者はそれぞれ、52 人、38

人でありどちらも未経験者が多かった。就職活動経
験者有りのグループの学部別については、人文学部
19 人教育学部 16 人理学部 24 人工学部 14 人農学部
2人であった(男女混合)。また、進路先については、
一般企業 49 人、公務員 11 人、教員(講師を含む)15

人、フリーター1 人、進学 52 人、未定 15 人であり、
進学が一番多い結果となった。 
 

3-2 ストレス対処能力(SOC)と就職活動 

 SOC スケールによりストレス対処能力を調べ、

その結果、平均値の差によってストレス対処能力が

高いグループと低いグループに分けた。ストレス対

処能力が高いということは、ストレスを溜めにくい

ということである。 
ストレス対処能力は最小値 13、最高値 78、平均

値が 52.393 であり、男女に有意差はなかった。 
ストレス対処能力と「卒業後の進路」との間で多

重比較をしたところ、「教員(講師を含む)」と就職
活動経験有無を問わず「未定」の間には、11.204*

の相関があり、「未定」の人はストレス対処能力が
低い傾向にあった。 
また、一般企業から内定をもらった人、もらえな

かった人、一般企業を受けていない人で多重比較を
した結果、一般企業の採用試験を経験したが内定が
もらえなかった人と経験していない人との間に
-7.708*の負の相関があった。よって、一般企業の採
用試験に落ちてしまっても、それを経験した人はス
トレス対処能力が高い傾向があった。 
ストレス対処能力と「就職活動満足度」との間に

は、P=-.196*(P<0.05)の弱い相関があった。ストレ
ス対処能力の高い群では、就職活動満足度が低く、
ストレス対処能力の低い群では、就職活動満足度に
高い傾向があった。 

ストレス対処能力と就職活動において、高い有意
差が認められなかったことについて、一つに、就職
活動というストレッサーが人々によって全く異な
る量だった可能性がある。 
      

 
3-2-1  有意味感と就職活動 

 ストレス対処能力(SOC)の因子の一つである「有
意味感」と「就職活動への満足度」との間に.238*

の相関があった。就職活動への満足度が高い人ほど、



処理可能感、把握可能感よりも有意味感が高い傾向
があったことから、自分の人生において就職活動が
重要な意味をもっていると感じれば、少なくとも処
理可能感、把握可能感が低くても前向きに就職活動
を進行し、満足した結果につながる可能性がある。 
 
3-3 セルフ・ハンディキャッピングと就職活動 

セルフ・ハンディキャッピングは最小値 25 最大
値 105 平均値 80.0736 であり、男女に有意差はなか
った。セルフ・ハンディキャッピングと「自己分析
による理解度」の間に、P=.232*(P<0.05)の弱い相関
があり、自己分析により自分自身の事を理解してい
ると思っている人ほど、セルフ・ハンディキャッピ
ングが低い傾向にあった。自己呈示とは他者が抱く
自己への印象や評価を意図的にコントロールしよ
うとする過程なので、周りの評価に左右される可能
性がある。しかし、左右されることなく自己分析に
よって自分自身を理解できた人はセルフ・ハンディ
キャッピングが低い可能性がある。 
 セルフ・ハンディキャッピングと「就職活動への
満足感」との間には.205*(P<0.05)の弱い相関があり、
就職活動に満足している人ほど、セルフ・ハンディ
キャッピングが低かった。 

 セルフ・ハンディキャッピングと相談相手の有無
の間には.194*(P<0.05)の弱い相関があり、相談相手
がいない人ほど、セルフ・ハンディキャッピングが
高い傾向があった。 

 上記より、自己分析能力が低く、就職活動への満
足度が低く、相談相手が多い人ほど、セルフ・ハン
ディキャッピングが高い傾向にあった。 
 
3-4 就職活動アンケート 

「就職活動全体を通しての満足度」と「就職先へ

の満足度」との間には.553**の相関があり、就職先

に満足している人ほど、就職活動全体への満足度も

高かった。また、「就職活動全体を通しての満足度」

と「相談相手の有無」との間には.360**の正の相関

があり、相談相手がいる人ほど就職活動への満足度

が高かった。また、「就職先への満足度」と「転職

についての考え方」との間には、-.313**の負の相関

があり、就職先に満足している人ほど、希望する就

業年数は長く転職について否定的であった。 

 
3-5  SOC とセルフ・ハンディキャッピング 

 SOC とセルフ・ハンディキャッピングの間には
-.472**(有意水準 1%)の負の強い相関が見られた。
ストレス対処能力が高い人は、自分の降りかかるス
トレッサーや引き起こされたストレスに対し、それ
らが心身にネガティブな影響やダメージを及ぼさ
ないように、それらをうまく処理している３)。その
対処法には、様々な仕方があるが、セルフ・ハンデ
ィキャッピングのように、ストレスを発散させるだ
けの対処は、やはり、ストレスへの問題の本質的な
解決・改善にはつながらないので、SOC とは負の
相関になってしまった可能性が高い。 

 しかし、ある対処方略や対処法が適切か否かは、

一概に言えず、就職活動においては「SOC 得点が

平均値より高い人とセルフ・ハンディキャッピング

得点が平均値より低い人」のグループに続いて、

「SOC 得点が平均値より高い人とセルフ・ハンデ

ィキャッピング得点が平均値より低い人」が多いよ

うに、就職活動時においては多くの人がセルフ・ハ

ンディキャッピング使っている可能性がある。 
 

4．まとめ 

・ストレス対処能力と就職活動について検討したと

ころ、ストレス対処能力は従来の研究通りの平均値

を示したが、進路において、｢未定｣の人は、ストレ

ス対処能力が低いことが明らかになった。しかし、

就職活動の経験の有無がそのままストレス対処能

力に反映しなかったので、就職活動へのストレス度

合いに違いがある可能性がある。そのため、単にス

トレス対処能力により、ストレッサー量が変化する

という関係と、ストレッサー量がストレス対処能力

に変化を与えるという点においては、今回明らかに

できなかった。 
・セルフ・ハンディキャッピングと就職活動につい
て検討したところ、自己分析による自分自身の理解
度が低くて、就職活動満足度が低く、相談相手が多
い人ほど、セルフ・ハンディキャッピングが高い傾
向にあった。これは、自分自身よりも他者からの評
価を気にするあまり、身近な人に対し積極的に相談
を好む可能性がある。その評価がかえって自らの就
職活動の評価を妨げる要因になっている可能性が
高い。就職活動経験者の中で、セルフ・ハンディキ
ャッピングが低い人、高い人の一般企業へ就職する
割合はそれぞれ、14％、36％と差があることから、
少なからず、セルフ・ハンディキャッピングは一般
企業への就職において、就職活動を促すように働く
可能性がある。私たちの多くは無意識のうちに日常
でセルフ・ハンディキャッピングをしている可能性
が高い。 

・セルフ・ハンディキャッピングは回避方略である

ことから、ストレス対処能力とは負の相関になった。

セルフ・ハンディキャッピングは、ストレスへの問

題の本質的な解決・改善にはつながらないが、就職

活動のようなストレスフルなイベントに長期間耐

え進んでいくためには、ある程度のハンディキャッ

プを自ら主張し、一時的にストレスから回避するこ

とも大切なストレス対処能力なのではないだろう

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
図１．ストレス対処能力(SOC)とセルフ・ハンディ

キャッピング得点分布 
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