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問題と目的

近年，職場のストレスが原因で精神障害になった，あ
るいは自殺したとして労災請求がなされるケースが増え
ている。「令和元年度過労死等の労災補償状況」（厚生労
働省，2020）によると，精神障害の労災請求件数は7年
連続で増加しており，令和元年度には2,060件と過去最
多となった。業務上の理由によるものと認定された支給
決定件数についても509件を記録，過去最多を更新して
いる。そのうち自殺による請求件数も平成29年度に221

件と過去最多を記録し，支給件数も76～99件と高止ま
りしている状況である。労災認定の対象となる代表的な
精神疾患としてうつ病や急性ストレス反応が挙げられる
が，近年の脳・神経科学研究によってうつ病・自殺に関
わる脳の神経回路にストレスが影響することが明らかに
されつつある（有田，2012）。「平成30年労働安全衛生調査」

（厚生労働省，2018）によると，職場において強いスト
レスとなっている事柄があると答えた労働者は58.0%と，
過半数の労働者が強いストレスを抱えていることが明ら
かになっている。同統計の過去5年間の推移を見ても，
一貫して過半数の労働者が強いストレスに曝されている
ことが伺える。

このような職場のメンタルヘルスに関わる問題に対応
していくための指針として，厚生労働省（2015）から「労
働者の心の健康の保持増進ための指針」が出されている。
この指針においては，Caplan(1964)が提唱した一次，二
次，三次予防の考え方を基礎として，ストレスチェック
制度の活用や職場環境改善等の改善を通じた，メンタル
ヘルス不調を未然に予防する「一次予防」，メンタルヘ
ルス不調を早期に発見し，適切な措置を講じる「二次予
防」，およびメンタルヘルス不調となった労働者の職場
復帰の支援等を行う「三次予防」の3つの予防策が推奨
されている。この3つの予防策に加えて，金井（2021）は，

近藤（2018）を踏まえて一次，二次，三次予防の前段階
としてのゼロ次予防（primordial prevention）の考え方
に注目し，産業・組織におけるメンタルヘルス不調の問
題は，社会経済情勢や会社，職場といった環境の要因の
影響を大きく受けることから，「ゼロ次予防として，そ
もそもメンタルヘルス不調を生じさせない，健康で生き
生きと働ける組織づくり」の重要性を提示している。こ
の観点から金井（2021）は，産業・組織におけるメンタ
ルヘルス不調の問題への支援においては，産業・組織心
理臨床学によって積み上げられてきた一次，二次，三次
予防の知見と共に，産業・組織心理学が積み上げてきた
産業・組織における心理学的メカニズムやダイナミクス
といった，よりよい組織づくりの知見を，車の両輪のよ
うに活用することが必須であると述べており，産業・組
織心理学の知見を活用する意義として「①個と組織の関
係性の視点の提供」「②組織内のダイナミクスが個人に
及ぼす影響の明確化」および「③個人にとっての，意味
ある組織環境や社会経済環境を模索するための理論的枠
組みの提供」の3点を挙げている。

そこで本稿では，上述の金井（2021）の提言を踏まえ，
職場のメンタルヘルス対策や支援に産業・組織心理学の
知見を活用していく端緒として，本邦の産業メンタルヘ
ルス領域で主な理論的基盤となっている職業性ストレス
モデルにおいて，個人のメンタルヘルスに影響を及ぼす
組織環境要因や組織内のダイナミクスがどのように位置
づけられているかを確認し，職業性ストレスモデルの中
で取り上げられている職業性ストレスの主だった組織環
境要因について，先行研究で得られている知見を概観す
ることを通じて，今後の研究展望を明らかにすることを
目的とする。

職業性ストレスの定義と研究動向

心理学的ストレス研究の歴史
今や日常語となっているストレスという用語を心理学

的な構成概念として捉えたのはSelye（1936）が最初で
あると言われている。Selye（1976）は個人の身体諸器
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官が劣悪な環境に対して抵抗して働いている状態を，工
学の概念を援用して「ストレス（stress）状態」と表現
し，その原因となる環境要因を「ストレッサー（stressor）」
と呼んだ。1970年代まではストレス研究の大部分を心
身医学的研究が占めており（Cooper, & Dewe, 2004），
心身医学的伝統が，生理・疫学的ストレス研究に対して
全体論的，生物学的心身医学のアプローチを普及させる
ことによって影響を与えてきた一方で，1960年代前半
から第2次世界大戦後の混乱から生じた社会不安が社会
問題化していたことやその影響を受けてうつの罹患者が
増加したことを背景として，心理学的ストレス研究が開
始された（高岸，2011）。Lazarus は心理学的ストレス
研究を開始した代表的な研究者であり，ビデオフィルム
を代理的ストレッサーとして用いた一連の研究の中で，
被験者の認知的評定の違いによってストレス反応の程
度に違いが生じることを明らかにしている（Lazarus &  

Alfert, 1964; Lazarus, Tomita, Opton, & Kodama, 1966）。
なお，Lazarus は心理学的ストレスを「人間と環境と
の特定の関係であり，その関係とはその人のリソース

（resources）に負担をかけたり，リソースを超えたり，
幸福を脅かすと評価されるもの」と定義し，認知的評価
を「人間と環境との間の特定の相互作用，または一連の
相互作用が，なぜ，そしてどの程度ストレスフルである
かを決定する評価的な過程」であるとした（Lazarus & 

Folkman, 1986）。この定義を踏まえて，高岸（2011）は，
心理学的ストレス研究以前の生理的・疫学的ストレス研
究とのストレス概念の捉え方についての大きな違いとし
て，生理学的・疫学的ストレス研究が有害刺激に対する
生理的反応をストレスと捉えていたことに対して，心理
学的ストレスモデルでは個人と環境の相互関係の視点か
らストレスが捉えられている点にあると指摘している。

職業性ストレス研究の動向
職業性ストレス研究は，前述の生理的・疫学的スト

レス研究と心理学的ストレス研究の職業場面，組織場
面への一つの展開と考えることができる（Perrewé & 

Ganster, 2002）。高岸（2011）によると，職業性ストレ
スの初期の研究として，1959年のミシガン大学社会調
査研究所（Institute for Social Research, Michigan; ISR）
における労働環境とメンタルヘルスに関する研究プロ
ジェクトが挙げられる。ここでは明確なストレスモデル
は想定せず，労働者の示す消耗感や抑うつ傾向の原因と
して，職場のどのような条件が関与しているかというス
トレス反応の先行要因の同定に焦点が当てられ，その結
果，職場の物理的環境がストレッサーとなることに加
え，困難な仕事内容や仕事量の過多といった仕事の質と

量が労働者の消耗感や抑うつ傾向と関連していること
が示された。また，Kahn らによって「役割葛藤（role 

conflict）」と「役割曖昧性（role ambiguity）」という 2

種類の仕事の性質がストレス反応に影響するというこ
とが明らかにされている（Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & 

Rosenthal, 1964）。これらの研究を基礎として，その後
職業性ストレスに関連する諸問題にアプローチするため
に，様々な職業性ストレスモデルが提示されることと
なった（高岸，2011）。

「職業性ストレス」および「組織環境要因」の定義
上述の通り，職業性ストレスは，心理学的ストレス

概念の職業場面，組織場面への展開である（Perrewé & 

Ganster, 2002）ことから，その概念定義も心理学的スト
レスに準じており，例えば川上・原谷（1999）は職業性
ストレスを「仕事の心理的または社会的な特徴によって
起きる身体的・精神的反応のことであり，特に健康に影
響を与える可能性のあるものをいう」と定義している。
更に川上・原谷（1999）は，米国国立労働安全衛生研究
所（NIOSH）の見解を基礎として，職業性ストレスの
要因を「①作業内容及び方法によるもの」「②職場の組
織体制によるもの」「③職場の物理化学的環境によるも
の」の3つに分類している。一方，渡辺（1999）は，職
場のストレスを大きく2種類に分類し，役割葛藤，役割
曖昧性，職場の人間関係，昇進・降格・転勤・異動といっ
た社会的文脈に関連するストレス要因によるものを「組
織ストレス」，過重な仕事，技術的に困難な仕事，ハイ
テク関連の仕事，物理的に悪い環境（高温や騒音等）の
下での仕事といった仕事や職務の特徴に関連するストレ
ス要因によるものを「職業性ストレス」と，それぞれ定
義している。本稿において焦点を当てる組織環境要因と
しては，川上・原谷（1999）の分類においては「②職場
の組織体制によるもの」が，渡辺（1999）の分類におい
ては「組織ストレス」が，それぞれ該当する。 

代表的なストレスモデルにおける組織環境要因
上述の概念定義に沿って，以降本稿においては代表的

な職業性ストレスモデルを概観し，それぞれのモデルに
おいて組織環境要因としてどのような変数が，どのよう
な位置づけで扱われているかについて確認する。

因果関係モデル（Causal Relationship Model）にお
ける組織環境要因

因 果 関 係 モ デ ル の 代 表 的 な も の に，Cooper & 

Marshall に よ り 提 唱 さ れ た 職 業 性 ス ト レ ス モ デ ル
（Figure 1; Cooper  & Marshall, 1976）がある。このモデ
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ルでは，仕事および組織外のストレッサーが個人的要因
に影響し，結果ストレス反応を引き起こすという，時間
軸を基礎とした因果関係が示されている。後に改変を試
みた因果関係モデルが提案されているが，わずかな違い
を強調するに留まるものばかりであり，また，研究のた
めの枠組みとしてモデルが構成された側面が強く，職場
での実際の貢献や心理学的メカニズム理解のための精
緻性が後回しにされているとの指摘もある（Cooper & 

Dewe, 2004）。
このモデルにおいて，組織環境要因は「職場での人

間関係 (relationships at work)」「組織構造・組織風土
(organizational structure and climate)」として捉えられ
ており，仕事でのストレス要因の一つとして位置づけら
れている。また，評価に当たってはストレス要因の有無
とその程度のみが重視され，組織環境要因がストレス反
応に至る機序は示されていない。この点について渡辺

（1999）は，因果関係を想定したモデルの問題点として，
個人が置かれた組織の状況，従事する職務の特徴，キャ
リアと家庭とのインターフェイスがさまざまに異なるた
め，いくらでも新しい変数を作り出すことができる点や，
取り扱う変数が多いために変数間の関係が曖昧になる点
を挙げ，このことが「組織ストレスや職業性ストレスの
普遍的な本質を探ることにつながっていかない」と指摘

している。

調整要因モデル（Moderator Effects Model）におけ
る組織環境要因

調整要因モデルは，因果関係モデルに調整要因を加え
たモデルであり，拡充された因果関係モデルであると言
える。このモデルでは，ストレッサーとストレス反応の
間に，個人の属性や環境といった調整要因を想定して構
成されている。この調整要因モデルの代表的なものとし
て，NIOSH 職業性ストレスモデル（Figure 2; Hurrell & 

Mclancey, 1988）が挙げられる。このモデルは，米国国
立労働安全衛生研究所（NIOSH）が作成したモデルで，
仕事上の要因（仕事量や質，人間関係，裁量度，温度や
騒音等）を受けて急性ストレス反応（心理面，生理面，
行動面の変化）が生じ，やがてストレスに関連した疾病
や作業能率の低下等の問題が引き起こされる，という一
連の因果関係によってストレスがメンタルヘルス不調に
至る流れをモデル化したものである。このモデルでは，
ストレス要因（ストレッサー）を先行要因，ストレス反
応やストレス症状を結果，さらに個人的特性，社会的特
性を緩衝要因として，これらの3つの変数間の関係から
全体を説明しようとする。

NIOSH  職業性ストレスモデルにおいて組織環境

Figure 1．因果関係モデル
（出典：Cooper  & Marshall, 1976）
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要 因 は，「 人 間 関 係・ 対 人 責 任 性（responsibility for 

people）」として捉えられ，職場のストレス要因の一つ
に位置づけられている。また，上司や同僚，家族からの

「ソーシャルサポ―ト (social support)」が調整要因とし
て位置づけられている。評価に当たっては因果関係モデ
ル同様，ストレス要因の有無とその程度のみが重視され，
組織環境要因がストレス反応に至る機序は示されていな
い。

努力―報酬不均衡モデル（Effort-Reward Imbalance 
Model）における組織環境要因

努力―報酬不均衡モデルとは，集団を対象とした疫学
的利用を念頭に，ドイツの社会学者Siegristによって提
唱された職業性ストレスを評価するための理論的モデル
である。このモデルの第一の特徴は，職業生活における

「努力 (effort)」と「報酬（reward）」の 2 つの軸を基に
慢性的なストレス状況を把握することにある（Siegrist, 

1996）。この「努力」という構成概念は，状況特異的な
要因として，仕事の要求度，責任，負担といった項目に
よって測定される。一方，「報酬」は労働者が仕事から
得られるものとして経済的な報酬（金銭），心理的な報
酬（セルフ・エスティーム）およびキャリアに関する報

酬（仕事の安定性や昇進）を測定する項目から構成され
ている。また，このモデルの第二の特徴として，状況面
からのみならず，仕事に過度に傾注しようとする個人の
態度や行動パターンを，「オーバー・コミットメント」
と呼称される，ストレスを亢進する個人内要因として捉
える点にある。つまり，片瀬（2016）が整理している通
り，「①外在的な努力（仕事の要求度・負担など）」「②
外在的な報酬（期待される経済的報酬としての所得，心
理的報酬としてのセルフ・エスティーム，および雇用の
安定性とキャリアに関する社会的報酬）」「③個人内要因
としての仕事へのオーバー・コミットメント」の3つの
要因からストレスの発生を説明しようとするモデルであ
る。なお，このモデルに基づく実証的研究も行われてお
り，努力―報酬不均衡の状態が，心臓・血管疾患（Siegrist, 

1996）や抑うつ状態（Tsutsumi, Ishitake, Peter, Siegrist, 

& Matoba, 2001）のリスク要因となることが報告されて
いる。

このモデルにおいて，組織環境要因は直接的には扱わ
れておらず，努力（仕事の要求度・負担など）や報酬（経
済的報酬・心理的報酬・社会的報酬）を規定する潜在的
な間接要因として位置づけられていると考えられる。つ
まり，このモデルにおいてはあくまで組織環境に対する

Figure 2．NIOSH モデル
（出典：Hurrell & Mclancey, 1988）
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個人の認知的評価としての努力と報酬を扱っているので
あって，その背景にいかなる組織構造や組織風土があり，
それらがどのようなダイナミクスによって個人に求めら
れている努力あるいは報酬として認知されるのかという
点については考慮されない，ということである。

個 人 ― 環 境 適 合 モ デ ル（Person-Environment Fit 
Model）における組織環境要因

個 人 ― 環 境 適 合 モ デ ル（Figure 3; Harrison, 1978）
は，ミシガン大学の ISR（Institute for Social Research, 

Michigan）が1970年代後半に最終的に提案したモデル
であり，個人の環境適応は，個人の特性と環境の特性と
の適合度合として知覚されるとする個人―環境適合理論
に基づいて構成されている。 つまり，個人と環境との
間に不適合が存在する場合に，ストレス反応や疾病が生
じることになる。このモデルにおいて，個人と環境との
適合には2つのタイプが想定されており，一つは個人の
欲求と環境の側がその要求を満たす機会を提供する機会
との間の不適合であり，もう一つが環境の側が要求する
遂行水準と本人の遂行能力との間の不適合である。適合・
不適合とストレス反応との関連については，適合の度合
を横軸，ストレス反応を縦軸としたグラフを用いて，「①
U字曲線仮説（適合もしくは不適合の度合の絶対値が大
きければ大きいほどストレス反応を生じさせる）」「②漸
近曲線仮説（個人の遂行能力もしくは欲求に対して，環

境の側からの要求もしくは提供される機会が下回ってい
る場合にストレス反応が生じ，逆に上回っている場合に
はストレス反応は生じない）」「③直線的関係仮説（個人
の遂行能力もしくは欲求に対して，環境の側からの要求
もしくは提供される機会が上回れば上回るほどストレス
反応は直線的に減少する）」の3つの仮説が提示されて
いる。このモデルについて，理論としては優れているも
のの，不適合の状況を正確に測定することが難しいこと
から，実証研究を行う上では問題が生じる点が指摘され
ている（Edwards & Cooper, 1988）．

このモデルにおいて組織環境要因は，環境の側からの
要求として，あるいは機会として提供される職務を規定
する潜在要因として扱われている。つまり，あくまで個
人の環境に対する認知的評価の結果としての職務のみを
扱っているのであって，その背景にいかなる組織構造や
組織風土があり，それらがどのようなダイナミクスに
よって個人に環境の側の要求あるいは機会提供として認
知されるのかという点については考慮されない。それ故，
個人と環境とが不適合の状況に際して，個人側の対処に
頼るのみで組織環境面で手立てを講じることが難しく，
Edwards & Cooper（1988）が指摘する不適合状況の測
定の困難さと相まって，職場への実際の貢献の面で課題
を有していると言えよう。

Figure 3．個人―環境適合モデル
（出典：Harrison, 1978）
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仕事要求―コントロールモデル（Job Demand-
Control Model）における組織環境要因

仕事要求―コントロールモデル（Figure 4; Karasek, 

1979）は，労働者が経験するストレスは仕事環境という
単一の原因から生じるのではなく，職務が個人に要求す
る仕事の量と，個人に与えられた裁量の程度という2つ
の変数の組み合わせによって決まるという考え方に基づ
いて構成されている。このモデルにおける仕事の要求
は，仕事の量的負荷に限定されず，職務上の突発的な出
来事や職上の人間関係の問題なども含んでおり，また仕
事のコントロールは，仕事における裁量（意思決定の自
由度の程度）と業務遂行の自立性の要素から構成されて
いる。このモデルでは，仕事要求とコントロールの組み
合わせによってFigure 4.に示す4象限に分類することに
よって，労働者のメンタルヘルスについて2種類の予測
を立てることを可能にする。一つはFigure 4で対角線A

として示されている，仕事のコントロールが低下するに
つれて仕事の要求度が高まる場合にはストレス反応が増
加するというものであり，もう一つFigure 4で対角線B

として示されている，仕事のコントロールが仕事の要求
度に適合する場合に，個人の有能感や能力の増大が期待

されるというものである。つまり，仕事の要求度もコン
トロールも高い場合には，新しい活動性の獲得につなが
るということであり，逆にPASSIVEの象限に陥る場合
には，その個人の全般的な活動性が損なわれるというこ
とである。なお，このモデルは職業性ストレス研究の中
でも最も広く実証的研究が進められているモデルであり

（Kain & Jex, 2010），仕事要求―コントロール―サポー
トモデル（Johnson & Hall, 1988）や仕事要求―リソー
スモデル（Demerounti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 

2001）など，モデル拡充の動きが活発である。しかしな
がら，先行研究の中にはKarasek（1979）の仮説と一致
しないものも報告されており（da Lange, Taris, Houtan, 

& Bongers, 2003; Van Der Deof & Maes, 1999），その原
因として縦断研究による検証がなされた研究が少ない
点，個人的要因が考慮されていない点が指摘されている

（Van Der Deof & Maes, 1999）。
このモデルの中で主要概念となっている仕事のコント

ロールにおける裁量（job decision）や業務遂行上の自
主独立性（latitude）は，Hall（1977）による組織構造
の定義における主要な2つの構成要素である「①権限の
階層」「②分業」によって直接的に規定されるものであ

Figure 4．仕事要求―コントロールモデル
（出典：Karasek, 1979）
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ることから，渡辺（1999）の言う職務ストレスの範疇に
含まれはするものの，組織ストレス，即ち組織環境要因
としての色合いが強いと言える。しかしながら，組織
構造によって規定された職務の裁量や業務遂行上の自
主独立性を個人の認知的評価に基づいて扱う点では，個
人―環境適合モデルにおける環境の扱いと同じく，あく
まで仕事のコントロールの背景にある組織構造は潜在要
因という扱いに過ぎず，仕事のコントロールの規定因
としての組織構造に関する研究の蓄積が進めば，組織環
境要因の影響メカニズムをモデルの中に取り込むポテン
シャルを秘めていると考えられる。また，本モデルの発
展形である仕事要求―コントロール―サポートモデル

（Johnson & Hall, 1988）においては，ソーシャルサポー
トが調整要因として扱われている。

複合モデル（Composite Model）における組織環境
要因

NIOSH 職業性ストレスモデルを基礎として，努力―
報酬不均衡モデルや仕事要求―リソースモデルの枠組み
にも適合できるように拡充された複合的なモデルが，健
康いきいき職場モデル (Figure 5; 川上，2012）である。
このモデルは，職場のメンタルヘルスの第一次予防を目
的とした日本型の枠組みとして提案され，2015年に施

行されたストレスチェック制度において我が国で最も用
いられている新職業性ストレス簡易調査票の理論的基盤
となっている（川上，2010; 2012）。堤（2015）が論じて
いる通り，このモデルは，メンタルヘルス対策に留まら
ない労働者の健康向上を目指す方策の世界的潮流を受け
て，ポジティブ・メンタルヘルスの視点から拡充されて
おり，結果変数として，ストレス反応のみならず，ワー
ク・エンゲージメントや職場の一体感といったポジティ
ブな心理社会的側面を加えている。また，先行要因とし
ても，ストレス要因のみならず，作業レベル・職場レベル・
企業レベルの資源を捉えることで，仕事要求―リソース
モデルの枠組みからも心身の健康を捉えることが可能と
なっている。また，川上（2012）が述べている通り，3

つの報酬（経済・地位報酬，尊重報酬，安定報酬）を合
算することで努力―報酬不均衡モデルによる職業性スト
レスの評価にも適合するように構成されている。

このモデルにおいて組織環境要因は，職場レベルの資
源として「上司の支援」「同僚の支援」「経済地位 /尊重 /

安定報酬」「上司のリーダーシップ」「上司の公正な態度」
「ほめてもらえる職場」「失敗を認める職場」が，企業レ
ベルの資源として「経営層との信頼関係」「変化への対応」

「個人の尊重」「公正な人事評価」「キャリア形成」「ワーク・
セルフ・バランス」が捉えられており，その内容は多岐

Figure 5．健康いきいき職場モデル
（出典：川上，2012）
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に渡る。各要因は，その程度によってはストレス反応に
対して直接的なストレス要因にも調整要因にもなり得る
変数として位置づけられている。努力―報酬不均衡モデ
ルや仕事要求―リソースモデルの枠組みからも職業性ス
トレスを捉えることができるモデルとなっているが，あ
くまで適用できるだけであって統合的に職業性ストレス
を捉えられるモデルにはなっておらず，基本的な枠組み
としては調整要因モデルの域を出ていない。更に変数の
多さも相まって，変数間の関係性が曖昧になっており，
組織環境要因がストレス反応に至る機序は明確には示さ
れていない。

サイバネティクス・モデル（Cybenetic Model）に
おける組織環境要因

サイバネティクス・モデル（Figure 6; Edwards, 1992）
は，米国の情報工学研究者である Wiener, N. によって
1948年に提唱されたサイバネティクス理論（Cybenetic 

Theory）における，自動的自己調整システム（ネガティ
ブな行動から生じるネガティブな結果は自ずと最小化さ
れるように向かっていく）の考え方を用いてストレスプ
ロセスを記述しようとしたモデルである。このモデルで
は，ストレスを労働者が知覚している状況と欲している
状況との不一致（discrepancy）として捉えており，こ
の不一致の程度は個人がその欲求をどの程度重要である

Figure 6．サイバネティクス・モデル
（出典：Edwards, 1992）
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と考えるかによって増幅あるいは低減される，とされて
いる。その結果として，このモデルでは2つのアウトカ
ムを想定しており，その一つは労働者のウェルビーイン
グ（well-being）の基礎となる心身の健康の程度であり，
もう一つは，個人が「個人のウェルビーイングにのしか
かるストレスのネガティブな影響を予防するあるいは減
らそうとする努力」と定義されている，対処行動（coping）
である。このモデルにおいては，個人は不一致の状況を
認識すると，そのストレスフルな状態を解消するために，
情報を集めて状況を分析し，自らの能力に合った対処行
動を取り，再度その結果としての不一致もしくは一致を
認識するという，ループするプロセスが仮定されている。
このモデルは従来の職業性ストレスの諸理論をサイバネ
ティクス理論に併せて捉え直すことを主眼に置いたもの
である（Edwards, 1992）が，それ故に高岸（2011）が
指摘する通り，調整要因モデルにフィードバックパスを
加えたものにしかなっておらず，個人に採択される対処
行動によっては不一致が最小化されないため，サイバネ
ティクス理論におけるシステムとしての「自動的自己調
整」を導入したモデルになっているとは言い難い。

このモデルにおける組織環境要因は，「社会的環
境（social environment）」 お よ び「 社 会 情 勢（social 

information）」として捉えられており，労働者が知覚し
ている状況（perception）に対する独立変数であると同

時に，対処行動の従属変数として位置づけられている。
上述の通り，このモデルが調整要因モデルにフィード
バックパスを加えたものにしかなっていないことから，
これらの組織環境要因も因果関係モデルや調整要因モデ
ルと同様にストレス要因の一つとして位置づけられてい
るに過ぎず，評価に当たってもストレス要因の有無とそ
の程度のみが重視されるに留まり，組織環境要因がスト
レス反応に至る機序は示されていない。

ビタミン・モデル（Vitamin Model）における組織
環境要因

ビタミン・モデル（Figure 7; Werr, 1987）は，Jahoda, 

M.が提唱した，仕事が個人に与える諸機能とストレス
との関係に関する理論を基礎として，Werr, P.が考案し
たモデルである。

Jahoda（1982）は，仕事のもつ「意味」，即ち仕事が
個人に与える機能に着目して，仕事の持つ諸機能の剥奪
という視点から精神的健康を捉えた。例えば，失業とい
う出来事によって，仕事の持つ金銭的報酬を獲得する機
能が剥奪されることが生活への不安を惹き起こすストレ
ス要因となる，という考え方であるが，Jahoda（1982）
はこの金銭的報酬を獲得する機能に加えて，仕事には5

つの機能があるとした。それは「①仕事に基づいた時間
感覚・生活構造の形成と日常生活の組織化」「②家族以

Figure 7．ビタミン・モデルの概念図
（出典：Werr, 1987）
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外の社会（コミュニティ）への規則的な接触・参加」「③
自己の能力を超越する目標・目的との結びつき」「④社
会における個人の地位・アイデンティティの確率」「⑤
個人に対する活動の要求」の5つである。

Warr（1987）は，Jahoda が提示した 6 つの機能をさ
らに細分化し，多くの仕事に共通して認められる 9 つ
の職務特性（job characteristic）として抽出し，人体の
維持にとって生理活性物質であるビタミンが不可欠で
あるように，この職務特性が労働者のウェルビーイン
グにとって不可欠であると論じた。Warr（1987）が示
している職務特性は，「①コントロールの機会」「②技
能使用の機会」「③表出された目標」「④職務の多様性」

「⑤環境の明確性」「⑥金銭の入手可能性」「⑦身体的安
全」「⑧対人接触の機会」「⑨高い社会的地位」の9つで
ある。Warr（1987）はこの職務特性の作用についてビ
タミンの作用と関連付けて，「職務特性の欠如によって
精神的健康は低下し，その一方で必要（適正）レベルを
超過すると，職務特性の増加は精神の健康増進には寄与
しなくなり，また，（ビタミンAやDのように）いくつ
かの職務特性は必要（適正）レベルを超過すると精神的
健康に悪影響を与える（additional decrement）が，（ビ
タミンCやEのように）それ以外の職務特性は必要（適
正）レベルを超過しても一定の効果を持つ（constant 

effect），と論じている。なお，ビタミンAやDのように
additional decrement作用を有する職務特性として「①
コントロールの機会」「②技能使用の機会」「④職務の多
様性」「⑤環境の明確性」「⑧対人接触の機会」を挙げて
おり，ビタミンCやEのようにconstant effect作用を持
つ職務特性として「⑥金銭の入手可能性」「⑦身体的安
全」「⑧対人接触の機会」「⑨高い社会的地位」が挙げら
れている。羽岡（2002）は，代表的な職場のストレスモ
デルについてその特徴を概観し，その比較から職業性ス
トレスモデルの今日的意義を論じており，中でもこのビ
タミン・モデルが採用している「過剰」の尺度に注目し
て，過重労働や過労死，過労自殺といった社会問題の理
解を深める上で示唆的であると述べている。 

仕事 の「意味」や「機能」，言い換えれば社会的（組織的）
文脈から個人が認知し得る職務の特性を抽出したことに
起因していると推測するが，本モデルにおいて主要な構
成概念となっている職務特性は他の職業性ストレスモデ
ルで用いられている概念と比較として，多分に組織環境
の側面を捉えている。特に「⑤環境の明確性」において
は「活動に対する明確な評価が結果の把握・予測，リス
ク回避に奏功する」といった内容を捉えており，組織構
造における組織的公正の側面を捉えていると言い換える
ことができる。また，羽岡（2002）が注目する通り，「過

剰」という尺度を導入することで，単純に要因の有無と
程度を測定するに留まらず，ストレス反応の諸要因につ
いてそれぞれの要因に「不足―適正―過剰」という水準
の視点を提供する点で，組織環境要因が個人に影響する
心理学的メカニズムの解明に向かう端緒として価値があ
ると言える。しかしながら，このモデルに関する実証的
研究は進んでおらず，エビデンスに乏しい点が課題であ
る。また，個人内要因が加味されていない点もこのモデ
ルの欠点であろう。

代表的なストレスモデルにおける組織環境要因
以上，代表的な職業性ストレスモデルにおいて扱われ

ている組織環境要因と，その位置づけを概観した。代表
的な職業性ストレスモデルにおいて扱われている組織環
境要因として，因果関係モデルにおいて「組織構造・組
織風土」が，調整要因モデルにおいては，「人間関係・
対人責任性」が取り上げられていた。また，調整要因モ
デルにおいては，上司や同僚，家族からの「ソーシャル
サポ―ト」が調整要因として位置づけられていた。複合
モデルにおいては「人間関係・対人責任性」「上司の支援」

「同僚の支援」「経済地位 /尊重 /安定報酬」「上司のリー
ダーシップ」「上司の公正な態度」「ほめてもらえる職場」

「失敗を認める職場」，企業レベルの資源として「経営層
との信頼関係」「変化への対応」「個人の尊重」「公正な
人事評価」「キャリア形成」「ワーク・セルフ・バランス」
といった内容が挙げられていた。努力―報酬不均衡モデ
ルや個人―環境適合モデル，仕事要求―コントロールモ
デルにおいては，直接的に組織環境要因は取り扱われず，
努力や報酬，環境，仕事のコントロールといった各主要
概念の潜在要因としての位置づけに留まっていた。しか
しながら，仕事要求―コントロール―サポートモデルに
おいては，ソーシャルサポートが調整要因として扱われ
ていた。サイバネティクス・モデルにおいては，「社会
的環境」「社会情勢」として捉えられており，労働者が
知覚している状況に対する独立変数であると同時に，対
処行動の従属変数として位置づけられていた。ビタミン・
モデルにおいては「環境の明確性」という職務特性，具
体的には「活動に対する明確な評価が結果の把握・予測，
リスク回避に奏功する」が捉えられており，組織構造に
おける組織的公正の側面を捉えていると考えられ，この
職務特性がadditional decrement作用を有する職務特性
であることから，この要因は不可欠なものでありながら
過剰になると労働者の精神的健康に悪影響を及ぼすもの
として捉えられている。

上述の内容から，代表的な職業性ストレスモデルにお
いて扱われている組織環境概念としては，「①ソーシャ
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ルサポートを中心とした職場の人間関係」「②組織的公
正を中心とした組織構造」「③尊重や公正に関わる組織
風土」の3つに大別することができる。また，職業性ス
トレスモデルにおける組織環境要因の位置づけとして，
ソーシャルサポートが例外的に調整要因として位置づけ
られていたものの，多くのモデルにおいて組織環境要因
は，複数あるストレス要因の一つとして位置づけられて
いるか，あるいは直接的には扱われていないかのいずれ
かであった。更に，先行要因となる変数間の関係性が明
確にされているモデルも限られており，組織と個人の関
係性の視点から組織内のダイナミクスを捉える産業・組
織心理学の立場に立てば，職業性ストレスモデルにおい
て組織環境要因が矮小化されていると断じざるを得ない
状況にあった。しかしながら，サイバネティクス・モデ
ルにおいては，現状は羽岡（2002）が指摘する通り，単
にフィードバックループパスを加えた調整要因モデルと
して構成されているに過ぎないものの，このモデルの本
来的なコンセプトである，サイバネティクス理論を援用
したシステム視点は，産業・組織心理学が持つ組織内の
ダイナミクスの視点との親和性が高く，産業・組織心理
学の知見との融合によって職業性ストレスモデルを精緻
化していく上では有用な視点を提供するモデルであると
考えられる。また，ビタミン・モデルについても，スト
レス反応の諸要因に対して「不足―適正―過剰」という
水準の視点を提供する点で，組織環境要因が個人に影響
する心理学的メカニズムの解明に向かう端緒として価値
がある。産業・組織心理学の知見との融合による職業性
ストレスモデルの精緻化に向けては，従来の職業性スト
レスに関する諸概念をそのまま，サイバネティクス理論
の枠組みに当てはめるのではなく，ビタミン・モデルが
提示するような水準の視点等，組織環境要因が個人に及
ぼす心理学的な影響メカニズムを踏まえた上で，産業組
織全体を，成員個々人を含む一つのシステムとして捉え
直した上で，新たにモデルを再構築することが必要であ
ろう。

職業性ストレスの組織環境要因に関する 
先行研究

ここまでの議論を踏まえ，以降，本稿では職業性スト
レスの組織環境要因として「ソーシャルサポート」「組
織的公正」「組織風土」について先行研究を概観し，こ
れらの要因が個人のメンタルヘルスに及ぼす心理学的な
影響メカニズムにおいて，明らかになっていない点を明
確にする。

職業性ストレスとソーシャルサポート（social support）
に関する先行研究

ソーシャルサポートとは，Caplan（1974）によって「家
族や友人，隣人など，ある個人を取り巻く様々な人から
の有形・無形の援助を指すもの」として概念化された。
Caplan（1974）によると，ソーシャルサポートが十分
に得られる場合には，個人はストレスフルな状況によく
対処し得るとされ，支援的な人間関係に恵まれ，ソーシャ
ルサポートが十分に活用できる個人はそうでない個人に
比べて，ストレッサーの影響を受けにくく，ストレス反
応も減少するとされる。しかしながら，ソーシャルサポー
トの概念は広く，文化差も大きいと言われており，欧米
諸国においては有効に機能したとしても，日本において
は直接的なサポートがかえって悪影響を及ぼしたとい
う例も報告されている（Taylor, Welch, Kim, & Sherman, 

2007）。そのような中で，ソーシャルサポート研究は，ソー
シャルネットワークの構造に着目した「構造的サポート
(structual support）」と，サポートの機能面に着目した

「機能的サポート（functional support）」の2つの側面か
ら研究が進められてきた経緯がある（Cohen, Gottlieb, 

& Underwood, 2000）。
構造的サポートとは，家族や職場の同僚，友人，知

人といった個人の二元的関係の範囲とその結びつき
の強さを指し，いわゆる社会的ネットワーク（social 

networks）である。構造的サポートの研究は，社会学
者らが自殺の研究において，社会的結びつきが少ない
人に自殺が多いことを見出したことから研究が進んだ

（Durkheim,1951）。Cohen & Wills（1985）は，コミュニティ
や大きな団体に属している人々が孤立している人々に比
べて精神的に健康である度合が高いことを報告してお
り，また，参加する社会的ネットワークの種類と数が多
いほど，精神的健康のみならず身体的健康の程度も高く
なるということが報告されている（Blazer, 1982; Cerhan 

& Wallace, 1997）一方で，実際の交流は適度に少ない人
の方が，心理的適応がよいことが示されている（Hirsh, 

Engel-Levy, Du Bois, & Hardety, 1990）。
機能的サポートには「期待されたサポート（perceived 

support）」と「受容されたサポート（enacted support）」
があるとされており，前者についてCohen & Wills（1985）
は，ソーシャルサポートがストレスに対する緩衝要因
となるという仮説を検証した40以上の研究をレビュー
した結果，仮説を支持する一貫した結果が得られてい
たと結論づけている。一方，後者の受容されたサポー
トについては，有効に機能する場合（Eckenrode & 

Wethington, 1990）と，逆に悪影響を及ぼす場合（Stollar, 

1985; Taylor, Welch, Kim, & Sherman, 2007）が報告され
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ている。このことについて，サポートを受ける側のニー
ズと提供する側のサポートの内容に齟齬があれば，そ
れはサポートとして機能しないという解釈が成り立つ一
方で，齟齬があるからこそ生じるサポート，即ち齟齬が
あるからこそサポートを受ける側に生じる利得も存在す
るという解釈も成立する。これらのことから，Caplan

（1974）が当初想定していたほどソーシャルサポートの
影響メカニズムが単純ではないということが，主要な議
論の一つとなっている（Taylor, Welch, Kim, & Sheram, 

2007）。なお，期待されたサポートが健康に与える影響
モデルとして主流となっているのは上述の「ストレス緩
衝モデル」であるが，ソーシャルサポートを含む社会資
源がストレスの有無に関わらず個人の心理に好ましい
影響をもたらすという考え方に基づく「主効果モデル」
を支持する研究結果も確認されている（Cohen & Wills, 

1985; Schwarzer & Leppin, 1989）。

職業性ストレスと組織的公正（organizatioal justice）
に関する先行研究

Greenberg（1987,1990） に よ れ ば， 組 織 的 公 正
（organizational justice）は，「分配的公正（distributive

　justice）」と「手続き的公正（procedural justice）」の
2 種類に分類される。分配的公正とは，組織における
意思決定（評価や処遇）の結果に関する公正性を指し，
手続き的公正は，組織における意思決定の手続きの公
正性を指す。近年の組織的公正研究においてはこの２
つに加え，結果に至るまでの過程における個人的な配
慮や誠意についての個々の知覚である「相互作用的公
正（interactional justice: Bies, 1987; Tyler & Bies, 1990; 

Colquitt, 2001）」や，自己利益や社会経済的な欲求から
は独立した個人の内的な道徳規範に基づいて公正さに関
心を持つと考える「道徳的公正（関口・林，2009）」を
加える研究もある。

国内外の先行研究から，組織的公正（ここでは手続き
的公正と相互作用的公正）の損なわれた状態が，心身の
健康に影響することが明らかにされており，精神疾患
との関係についても多くのエビデンスが蓄積している。
フィンランドの医療従事者（女性のみ）を対象とした研
究において，手続き的公正が低いと感じている人は，高
いと感じている人に比べて医師の診断による精神疾患の
発症リスクが約1.9倍高いことが報告されているが，相
互作用的公正と精神疾患との間には有意な関連は認めら
れなかった（Kivimäki, Elovainio, & Vahtera, 2003）。ま
た，フィンランドの医療従事者および公務員を対象とし
た研究では，一部有意でない結果も見られたものの，手
続き的公正および相互作用的公正が低いと感じている人

は，高いと感じている人に比べて，医師の診断によるう
つ病の発症リスクが，それぞれ約1.5～1.6倍，1.4～2.5

倍高かった（Ylipaavalniem, Kivimäki, & Elovainio, 2005; 

Kivimäki, Vahtera, & Elovainio,2007）。また，日本の製
造業に勤務する従業員を対象とした研究において，手
続き的公正および相互作用的公正と心理的ストレス反
応との間で，有意な負の関連が認められている（Inoue, 

Kawakami, & Ishizuka, 2010）。
また，井上（2010）は組織的公正の健康影響に関する

研究を整理する中で，組織的公正の構成要素と職業性ス
トレスモデルで扱われる概念の異同を明らかにしてい
る。井上（2010）は，組織的公正の構成要素の内，手続
き的公正が「従業員の発言権」を重視することから，仕
事要求―コントロールモデルにおける仕事のコントロー
ルと概念的に類似しており，また相互作用的公正が上司
の部下に対する態度に着目していることから，上司の支
援と概念的に類似していると述べているが，仕事の要求
度―コントロールモデルが，個人の職務の特徴に着目し
た作業レベルのストレッサーであり，組織的公正は，そ
のような職務の特徴を規定している組織構造に着目した
組織レベルのストレッサーである，という点で区別して
いる。更に井上（2010）は，努力―報酬不均衡モデルが
意思決定の結果的側面に着目している点から分配的公正
とほぼ同義であり，努力―報酬不均衡モデルが組織の公
正性を「努力」と「報酬」の2つに限定して捉えている
のに対して，手続き的公正や相互作用的公正は要素を限
定しない点で区別されると述べている。

なお，前述の通り井上（2010）は，組織的公正が組織
レベルのストレッサーであると指摘しているが，このよ
うに，組織的公正を個人知覚として扱うだけではなく ,

集合概念として見なす，いわゆるマルチ・レベル・アプ
ローチによる研究が増加している（Degoey, 2000; Kray 

& Lind, 2002; Liao & Rupp, 2005; 井手 , 2006; 林，2010）。
組織的公正を集団的概念と見なす考え方に基づき，
Degoey（2000）は「伝播的公正（contagious justice）」を，
Kray & Lind（2002）は「代理公正（vicarious justice）」
を，それぞれ概念化している。Liao & Rupp（2005）は，
社会化プロセス，ASA プロセス（Attraction-Selection-

Attrition）， 社 会 的 情 報 処 理 理 論（Social information 

processing theory）を理論的根拠として，「公正風土
（justice climate）」を「集団が全体としてどのように処
遇されているかを示す概念」として定義している。井手

（2006）は，個人レペルと組織レペルの公正さについて，
公正さの視点と公正さの評価対象の2つの次元から整理
しており，個人レベルの組織的公正概念として「個人間
公正（個人間の交換関係における個人への分配や手続き



― 51 ―

資　　　　　　　　　料

について，個人の視点から評価する公正さ）」，組織レベ
ルの組織的公正概念として「集団間公正（集団間の交換
関係における集団への分配や手続きについて，個人では
なく集団成員の立場で自らの集団の視点から評価する公
正さ）」「集団公正風土（個人間の交換関係における分配
や手続きについて，全体的な視点から評価する公正さ）」

「社会公正風土（社会の中での集団間の交換関係におけ
る集団への分配や手続きについて，全体的な視点から評
価する公正さ）」をそれぞれ提示している。また，林（2010）
は，Cropanazano, Li, & James,（2007）が指摘する「公
正処遇の受け手やソースの曖昧性の問題」を踏まえて集
合的公正概念を精緻化することを意図して，公正の処遇
のターゲット（target; フェアあるいはアンフェアに処遇
されたのは誰か）とソース（source; フェアあるいはア
ンフェアな処遇をする主体は誰か）の観点から，ターゲッ
トが集団である場合と個人である場合，ソースが集団内
である場合と集団間（外）である場合とでマトリクスを
作ることで，集合的公正概念を6つに分類して整理して
いる（集団内ソースによる自集団をターゲットとした組
織的公正は現実的に想定できないため8分類ではなく6

分類となっている）。その中でも特に集団間（外）のソー
スによる自集団をターゲットとした分類，即ち自集団が
フェアに処遇されているかどうかを論じる領域における
研究の不足と測定法に関する合意の欠如を指摘し，実証
的研究の蓄積のためにマルチ・レベル・アプローチによ
る測定に関する理論的・方法論的な提案を行っている。
しかしながら，依然としてマルチ・レベル・アプローチ
から組織的公正を扱った実証研究の数は少なく，組織レ
ベルの組織的公正がストレス反応に影響を及ぼすメカニ
ズムについては明らかになっていない。

職業性ストレスと組織風土（organizational climate）
に関する先行研究

組織風土（organizational climate）とは，「組織に関
するメンバー全体の主観的な印象あるいは知覚の総体」
であり（Lawler，Hall, & Oldman, 1974），職業性ストレ
スへの影響が多くの先行研究から示されている。なお，
組織風土と同様，組織の巨視的環境要因を表す類似概念
として，「組織文化（organizational culture）」があり，
概念的に区別して扱う立場も存在する（田尾，1991）が，
本稿においては坂田・岩永・横山（2006）に倣って，明
瞭な組織風土が形成されれば，それがメンバーの判断や
行動を方向付け，規制するようになることは十分あり得
ることから，組織文化の意味合いも含めて「組織風土」
という術語を用いる。坂田（2003）によると，組織風土
と職務ストレッサー，ストレス反応の関連に関する実証

的研究は，「①組織風土がストレス反応に及ぼす直接効
果を検討したもの（Michela, Lukaszewski, & Allegrance, 

1996; 坂田・岩永・横山 , 2006）」「②組織風土が職務ス
トレッサーを介してストレス反応に影響するという間
接効果を想定したもの（Hemingway & Smith, 1999; Van 

der Velde & Class, 1996; 松本・金井，2012）」「③職務ス
トレッサーとストレス反応との関係を組織風土が調整
するという調整効果を想定したもの（金井・若林 , 1998; 

Bliese & Castro, 2000; Grant-Vallone & Ensher, 2001; 米
山・吉田・鍵谷， 2019）」の3種類に分けられる。

組織風土がストレス反応に及ぼす直接効果を検討した
Michela et al. （1996）は，教師の集団において，組織風
土の「達成風土（achievement climate）」因子および「エ
ンパワーメント風土（empowerment climate）」因子が
精神的ストレス（mental strain）に負の相関を示したが，

「親和性風土（affiliation climate）」因子は有意な相関を
示さなかったと報告している。また，坂田ら（2006）は，
組織の特徴に関する個人としての認知である心理的風土
の次元に焦点を当て，心理的風土の各下位次元が，職務
ストレッサーやストレス対処方略の採用およびストレス
反応に与える直接的・間接的影響を確認している。その
結果として，「業績規範」がストレス反応に対して，要
求度を高めることによる有害な間接効果と，情動焦点型
対処方略の採用を抑制することによる間接的なストレス
緩衝効果を持つことを見出している。また，「支持的風土」
が仕事の裁量度を高めると同時に，対人依存的問題焦点
型対処方略の採用を促進することでストレス反応を低減
するという間接効果を示すことを見出した。更に「敵対
的集団主義」と「事なかれ主義」がストレス反応への強
い直接効果を示すことが確認されており，「事なかれ主
義」については仕事の要求度を高めることによる有害な
間接効果を有していることが示されている。

組織風土が職務ストレッサーを介してストレス反応
に影響するという間接効果を想定した研究として，Van 

der Velde & Class（1996）は，「防衛的な組織文化」が
職務ストレッサーとしての役割葛藤を高め，役割葛藤の
高さがストレス反応を高める，という組織文化の間接効
果を明らかにしている。なお，組織文化のストレス反応
に対する直接効果も有意であったが，非常に弱いもので
あった。その他にも，Van der Velde & Class（1996）は，「建
設的な組織文化」が役割葛藤を低める一方で，役割曖昧
性を高めることを見出している。また，Hemingway & 

Smith（1999）は，心理的風土としての「仕事圧力」が，
役割葛藤と役割曖昧性，および仕事の負荷などの職務ス
トレッサーを介してストレス反応に影響することを示し
たが，心理的風土のストレス反応に対する直接効果は見
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られなかったことを報告している。また，組織風土の変
化に関する認知に着目して職務ストレッサーを介したス
トレス反応への間接効果を検討した松本・金井（2012）
によると，組織風土の「労働時間の延長」「“われわれ”
という感情の希薄化」「職場のメランコリー親和型化」
といったネガティブな変化を強く認識している看護師ほ
ど，仕事の質的な負担や職場の人的環境に関するスト
レッサーを感じる場面に遭遇したときに，そのストレッ
サーがストレス反応を高める傾向が強いことが示されて
いる。

職務ストレッサーとストレス反応との関係を組織風土
が調整するという調整効果を想定した研究として，金井・
若林（1998）は，メンタルヘルスに関して組織のメンバー
に共有されている社会的態度や規範の体系である「メン
タルヘルス風土」に焦点を当て，良好なメンタルヘルス
風土の認知が高いと，役割葛藤や仕事の負荷がストレス
反応に結びつきにくいという調整効果を見出している。
同様に，Grant-Vallone & Ensher （2001）は，「組織が従
業員のストレス緩和に対してサポーティブである」とい
う「組織サポートの認知」が，ストレス反応を直接的に
低減するが，調整効果は有意でないことを示した。更
に，米山・吉田・鍵谷（2019）によって，病棟勤務の看
護師を対象とした職業性ストレス簡易調査を用いた研究
から，組織成員が自らの組織について「合理的な組織運
営がなされていない（組織環境性が低い）」と認識して
いるかどうか，及び「伝統，習慣，方針を強制される（伝
統性が高い）」と認識しているか否か，の組み合わせの
違いによって，仕事のストレス要因が同じであってもス
トレス反応が異なることが示唆されている。

以上のように，多くの先行研究から組織風土の職業性
ストレスに対する直接 /間接の効果や調整効果が示され
ている。組織風土のいかなる下位次元についてそれぞ
れの効果が示されているのかについて見ていくと，ま
ずストレス反応に対して負の直接効果を有していたの
は Michela et al.（1996） の「 達 成 風 土（achievement 

climate）」「 エ ン パ ワ ー メ ン ト 風 土 （empowerment 

climate）」およびGrant-Vallone & Ensher （2001）の「組
織サポートの認知」，正の直接効果を示していたのが坂
田ら（2006）の「敵対的集団主義」「事なかれ主義」で
あった。次に間接効果を示していた下位次元については，
坂田ら（2006）の「業績規範」「事なかれ主義」が仕事
の要求度を高めることによる有害な間接効果を，「支持
的風土」が仕事の裁量度を高めると同時に，対人依存的
問題焦点型対処方略の採用を促進することでストレス反
応を低減する間接効果を，Van der Velde & Class（1996）
の「防衛的な組織文化」が役割葛藤を高めることによる

有害な間接効果を，「建設的な組織文化」が役割葛藤を
低めると同時に役割曖昧性を高めるという両価的な間
接効果を，Hemingway & Smith（1999）の「仕事圧力」
が，役割葛藤と役割曖昧性および仕事の負荷を高めると
いう有害な間接効果を，松本・金井（2012）の組織風土
の「労働時間の延長」「“われわれ”という感情の希薄化」

「職場のメランコリー親和型化」といったネガティブな
変化が，仕事の質的な負担や職場の人的環境を高めると
いう有害な間接効果を，それぞれ示していた。最後に調
整効果については，金井・若林（1998）の「メンタルヘ
ルス風土認知」において，役割葛藤や仕事の負荷がス
トレス反応に結びつきにする調整効果が示されていた。
Campbell, Dunnette, Lawler, & Weick（1970）は文献レ
ビューによって組織風土を「①個人の自律性（individual 

autonomy; 個人が自律的に行動できる，またはできな
い雰囲気」「②ポジションに賦課された構造の程度（the 

degree of structure imposed up on the position; 仕事の目
的や方法が確立されて各個人に周知されている程度」「③
報酬の方向性（reward orientation; 仕事の出来に対して
公平もしくは公正に報酬が分配されているか，また努力
に見合うように報酬が適正に対応しているか」「④配慮，
温かさと支持（consideration, warms, and support; 互い
が支え合い助け合うような温かい感じか，または冷たい
感じか）」の4つに要約しているが，上述のストレス反
応に何らかの効果を持つ組織風土の下位次元は概ね①と
④に集約されると見て良いだろう。このことから，個人
の行動の自律性を規定する規範的側面と組織成員間の関
係性を規定する組織内の他者への支持的―非支持的気運
が，直接 /間接的気運がストレス反応に影響を及ぼして
いることが示唆される。

また，北居（2014）が指摘する通り，組織風土研究に
は，組織風土概念が個人レベルの現象か，あるいはもっ
と高次の職場や組織（集団）レベルの現象か，といった
議論が存在する。即ち，組織の特徴に関する個人の認知
を心理的風土（psychological climate）と呼び，それが
集計された個人レベルの特性が組織風土であるとした
James（1974, 1982, 1988）に対して，個人レベルの心理
的風土と組織風土は異なる概念であり，組織風土には個
人に還元できない構成要素が含まれることから，個人レ
ベルと組織（集団）レベルのそれぞれの分析レベルを認
識すべきであるとしたGlick（1985, 1988）の主張である。
Glick（1985）は，組織風土を組織の属性とする立場から，
尺度の妥当性を高めるために「記述的な質問項目にする
こと」「質問の焦点を境界が認識され得る特定の組織単
位（会社や職場）に当て，境界が曖昧な対象（仕事環境
など）や個人の心理に言及した項目を使用しない」といっ
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た測定方法や ,「複数の回答者の平均比の信頼性を ICC

（intraclass correlation coefficients）によって確認する」
といった分析方法を提案している。しかしながら，職業
性ストレスと組織風土との関係を扱った従来の研究にお
いては，これらの手続きが踏まれた研究は少なく，職業
性ストレスの組織環境要因，即ち組織の属性としての組
織風土を正確に測定できているとは言い切れない。

今後の展望

以上，職業性ストレスの組織環境要因として「ソーシャ
ルサポート」「組織的公正」「組織風土」の先行研究を概
観した。前述の通り，産業組織全体を，成員個々人を含
む一つのシステムとして捉え直した上で，新たにモデル
を再構築していく上では，これらの組織環境要因が個人
のメンタルヘルスに及ぼす組織内のダイナミクスを踏ま
えた心理学的な影響メカニズムにおいて明らかになって
いない点を明確にしておく必要がある。

まずソーシャルサポート研究においては，職業性スト
レスに関わる構造的サポート，即ち社会的ネットワーク
に関連する研究の蓄積が期待される。社会的ネットワー
クは非公式な組織構造そのものであり，組織風土や期待
されたサポートにも影響を与えることが想定される要因
であることから，どのような構造が成員間の紐帯を強め，
期待されたサポートや受容されたサポートを増強するも
のとなるのかを明らかにすることが求められる。また，
高岸（2011）が指摘する通り，ソーシャルサポートの効
果（ストレス緩衝効果および精神的健康への主効果）に
おける重要な点は，緩衝効果をもたらす上で必要な先行
要因はあくまで期待されたサポート，即ちサポートが必
要となる際に他者がサポートを提供してくれるという期
待や認識であって，実際にサポートを受けた経験そのも
のではないことである。即ちサポートの利用可能性に関
する信念こそがストレス緩衝効果や精神的健康への主効
果をもたらしている可能性があるということであり，上
司や同僚による支援といった職場内のソーシャルサポー
トがストレス緩衝効果あるいは精神的健康への主効果を
持つためには，職場の成員がサポートの利用可能性に関
する信念を持っていることが前提となる。このことから
も多分に組織風土の影響を受けることが想定され，この
点に関連して，酒井・窪田（2019）は，小学校の職場に
おける援助要請の促進・抑制要因を検討することを目的
として調査を行い，取り上げた問題や援助者の違いに関
わらず，職場の環境要因である「協働的風土」が，被援
助要請における個人の態度としての被援助への「肯定的
態度」を媒介して，悩んだときに相談するかどうかを表

す「被援助要請意図」を促進することを明らかにしてい
る。

組織的公正研究においては，仕事要求―コントロール
モデルや努力―報酬不均衡モデルとの類似性も高いこと
から一定程度職業性ストレスモデルの中に知見が組み込
まれているものの，組織レベルの組織的公正を扱った実
証的研究は数が依然として少なく，ストレス反応に影響
及ぼすメカニズムについても明らかになっていない。マ
ルチ・レベル・アプローチによる実証的研究が進展する
ことで，精神疾患やストレス反応への影響が明らかに
なっている手続き的公正や相互作用的公正の組織内ダイ
ナミクスが明らかにされることが望まれる。なお，組
織レベルの組織的公正概念として，Liao & Rupp（2005）
が「公正風土（justice climate）」を，井手（2006）が「集
団公正風土」や「社会公正風土」を提示していることか
らもわかるように，組織レベルの組織的公正は，公正さ
に関わる組織風土を把捉する側面が強い。

ソーシャルサポートにおいても組織的公正において
も，組織風土として把捉される部分があることから，組
織風土に関わる影響メカニズムの解明は特に重要となる
が，組織風土に関する先行研究によって得られている知
見を整理すると，ストレス反応に何らかの効果を持つ組
織風土の下位次元は概ねCampbell et al.（1970）の組織
風土の下位次元分類の内，「個人の自律性」および「配慮，
温かさと支持」に整理できることが示された。また，組
織的公正と同様，組織風土研究においてもマルチ・レベ
ル・アプローチの必要性が高まっている。これらのこと
から，今後の研究の方向性として，組織風土における，
個人の行動の自律性を規定する規範的側面と，組織成員
間の関係性を規定する組織内の他者への支持的―非支持
的気運の側面とに着目して，先行研究の知見を整理する
こと，また，マルチ・レベル・アプローチによって組織
レベルの組織風土がどのような機序で成員個人のメンタ
ルヘルスに影響を及ぼすのかについての新たな知見を蓄
積していくことが必要になるだろう。
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ABSTRACT

Research prospects on organizational factors of occupational stress

Shinji NEGORO and Atsuko KANAI

The purpose of this paper is to clarify future research prospects through a review of how organiza-

tional factors are positioned in typical occupational stress models. As a result, organizational factors 

are regarded as trivialized in occupational stress models. In addition, organizational factors addressed 

in the typical models have been summarized into three categories: “social support”, “organizational 

justice”, and “organizational climate”. Therefore, the research issues for the refinement of the occupa-

tional stress model were clarified by reviewing previous studies about these factors.

Key words:  Occupational stress, Organizational factors, Social support, Organizational justice, Organi-

zational climate


