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問題と目的

　職場いじめや嫌がらせ，パワーハラスメントは近年，
我が国で大きな社会問題となっている。厚生労働省の発
表によれば，全国の都道府県の労働局に寄せられる労働
相談の相談内容の内訳では，職場のいじめ・嫌がらせは
平成24年度から6年連続トップの相談件数となっている

（厚生労働省，2018）。
　職場いじめの問題は，労働者の健康を悪化させるリス
クとなるだけでなく，事業所にとっても労働環境を悪化
させる問題である。厚生労働省の調査によれば，事業所
の82％が職場のいじめや嫌がらせ，パワーハラスメン
トの問題は，事業所にとって大きな経営上の課題である
と答えている（厚生労働省，2017b）。職場のいじめ・
嫌がらせやパワーハラスメントは，労働者のみならず事
業所にとっても対策すべき喫緊の課題であるといえる。
　諸外国では，職場いじめや嫌がらせに関する研究は
1990年代から拡がりを見せており，実態調査や健康へ
の影響，発生要因の検討などが進められている。一方，
日本では職業性ストレス研究の分野において，過労死や
長時間労働に象徴されるような仕事の量や質の問題が注
目されることが多く，これまで職場いじめや嫌がらせの
問題は研究対象としてほとんど注目されてこなかった。
そのためわが国での研究の蓄積は乏しい。しかし，職場
いじめや嫌がらせの問題を明らかにしていくことは，労
働者の心身健康保持のために重要であると考える。
　そこで本稿では国内外の職場いじめや嫌がらせの研究
の歩みを概観し，今後の職場いじめ研究の展望や課題に
ついて明らかにすることを目的とする。なお，日本では
職場いじめや嫌がらせ，パワーハラスメントの問題を厚
生労働省が総称してパワーハラスメントと称することを
提案している（厚生労働省，2012）が，パワーハラスメ

ントは日本における造語であり，諸外国の研究では職場
いじめ（Workplace Bullying）と表記することが一般的
であるため，本稿では職場いじめや嫌がらせ，パワーハ
ラスメントの問題を以下「職場いじめ」と表記すること
とする。

職場いじめ研究の歴史と拡がり

　職場いじめ研究の発端は 1970 年代にさかのぼる。
1976年にはアメリカの精神科医のCarroll Brodskyが職
場いじめの問題に関する書籍を出版している（Broadsky, 

1976）が，その時には大きなトピックとならなかった。
　 職 場 い じ め 研 究 の 先 駆 者 は， ス ウ ェ ー デ ン の
Leymann. Hとされている。Leymannは職場いじめの行
為を小鳥が集団で捕食類の鳥に嫌がらせをして追い払う
行為からヒントを得て，Mobbingと呼称した（Leymann, 

1990）。1980年代にLeymannの研究報告をきっかけに北
欧で関心がもたれるようになり，その後，1990年代に入っ
てから研究は欧州に拡がりを見せるようになった。ま
た，ドイツでもLeymannの著書が出版されたこともあり，
Mobbingとして理解が高まるようになった。
　イギリスでは，Andrea Adams が「Bullying at work: 

How to confront and overcome it」という書籍を出版し
（Adams, 1992），BBCのドキュメンタリー番組として放
送されたことから一気に関心が拡がった。Adamsがこ
の現象をbullyingと呼称したことからその後学術論文で
も，workplace bullyingやbullying at workという名称で
報告が行われることが増加した。
　フランスでは，精神科医の Marie-France Hirigoyen

（1998）が出版した書籍で「モラルハラスメント」とい
う言葉を使ったことから，同様の行為をモラルハラスメ
ントと呼称することが一般的となっている。フランス
では，この本の出版を契機として議論が高まり，2002

年にモラルハラスメントに関する法律が制定されてい
る（労働政策研究・研修機構，2013）。欧州ではフラン
スと同様，スウェーデンやベルギーなどで職場のいじめ
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に関する法律が制定されており（水谷，2009），法的な
体制の取り組みも拡がっている。上記のように欧州では
Leymannの研究をきっかけに様々な国での学術研究が
盛んとなっている。
　アメリカでは，職場における敵意的な行動として，様々
な名称が使用されている。職場ハラスメント（Workplace 

harassment）， 職 場 の 攻 撃（Workplace aggression），
職場の不作法（Workplace incivility），職場での虐待

（Workplace abuse）など類似の概念が17個あるとされ
（Keashly & Jagatic, 2011），用語が混在している状況で
ある。諸外国と同様に1990年代頃から研究がなされて
いる。統一した概念での研究が行われているわけではな
いものの，職場における敵意的な行為に関する研究の蓄
積は進められている。
　日本においては，岡田が2001年に職場のいじめや嫌
がらせをパワーハラスメントと呼称することを提唱した

（岡田，2003）ことをきっかけに，パワハラの略称で呼
ばれることが一般的となった。日本では，産業衛生分野
では長時間労働や過労死といった問題への関心が高かっ
たこともあり，職場のいじめを含む職場の対人関係の問
題はクローズアップされることが少なかった。しかし，
この10年で日本でも職場いじめの問題がニュースで取
り上げられることが増えるようになった。国は職場のメ
ンタルヘルス対策の中にパワーハラスメント対策を盛り
込むことの通達も行っている（厚生労働省，2016）。し
かし，諸外国に比べて関心がもたれた時期が遅かったこ
ともあり，研究報告は数が限られている。
　このように，職場いじめは様々な呼称があるもの
の，主に欧州を中心に約30年前から研究が盛んになり，
workplace bullyingの名称で学術論文が発表されること
が多くなっている。研究のトピックとして，各国の発生
率の状況，職場いじめが与える影響，発生要因に関する
検討，予防介入に関する検討が行われている。

職場いじめの定義

　定義に関しては明確に定まっておらず，研究ごとに異
なる定義が示されることもある。ここでは，比較的使用
されることが多い定義について述べる。
　Leymann（1990）は，「職業生活における身体的脅威
やモビングはひとりもしくは何人かの人によって主とし
て個人に対して系統だった方法で直接的に向けられる敵
意のある非倫理的なコミュニケーションである。また，
そのようなモビングには参加者のひとりが勝ち目がなく
なるまで相互に行われるケースも見られる。」としてい
る。また，それらの頻度については「これらの行為は

しばしば行われ（多くの場合毎日），長い期間（少なく
とも6ヶ月間）続き，この頻度と持続のために，かなり
の精神的，心身的，社会的苦痛という結果をもたらす。」
としている。
　Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper（2011）は，「職場にお
けるいじめは誰かへの嫌がらせ，攻撃，社会的な排除や
誰かの仕事にネガティブな影響を与えることを意味す
る。ある特定の行為，相互作用やプロセスをいじめ（も
しくはモビング）とみなすためには，いじめ行為が繰り
返し定期的に（例：毎週），ある一定期間（例：約6ヶ月間）
起こっていなければならない。いじめは直面する人が最
終的に劣勢となる中で段階的に増加するプロセスであ
り，体系的で否定的な社会的行為の対象となるものであ
る。もしその事象が独立した出来事だったりおおよそ同
程度の強さの二つの集団が対立状態にあるときには，対
立はいじめと呼ばない。」と定義した。Einarsenらの定
義は，Leymannの定義に加えて，いじめはエスカレー
トするものであるという視点が付け加えられていること
が特徴的であるといえる。
　日本においては，厚生労働省が職場いじめや嫌がらせ，
パワーハラスメントの問題を総称してパワーハラスメン
トと称することを提案した上で，定義を発表している。
それによれば，「職場のパワーハラスメントとは，同じ
職場で働く者に対して，職務上の地位や人間関係などの
職場内の優位性を背景に，業務の適正な範囲を超えて，
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる
行為をいう。」（厚生労働省，2012）。単に上司から部下
といった地位の上下間で起きるものではなく，同僚間な
どでも起こり得るものであり，人間関係の優位性を背景
にして起こることに言及している点が特徴であるといえ
る。しかし，頻度や継続期間，エスカレートする行為で
あるということに言及はされておらず，前述の学術的定
義とは意味合いが異なる現状がある。
　前述の定義以外にもいくつかの定義が存在するが，共
通するのは被害者と加害者の間に力の差が存在するこ
と，行為が精神的・社会的・身体的な苦痛を被害者に与
えるものであることを含むことは共通しているといえ
る。

職場いじめの測定方法と発生率

　職場いじめの実態をとらえる方法として，多くは質問
紙が使われている。質問にも2つの種類があり，一つは
自分がいじめ被害者かどうかを問うセルフラベリング方
式であり，もう一つは具体的な職場いじめの内容を質問
し頻度を問う行為体験方式である。セルフラベリング方
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式による評価は研究で最も多く使われている方法であ
る。Nielsen, Matthiesen & Einarsen（2010）によれば，
発生率を報告した研究の67％がセルフラベリング方式
だとしている。この方式のメリットは質問が単一で済み，
実施が容易なことが挙げられる。一方で，デメリットと
しては具体的ないじめの内容がわからないことや，被害
者か否かの二分法になり，頻度がどれくらいなのかがわ
かりにくいことが上げられる。また，職場いじめは複雑
な現象であり，被害が継続する中で，自分がいじめられ
ていることへの恥の感覚や自責感が増し，自分が被害者
だと伝えることが難しくなる。そのため，セルフラベリ
ング方式のみでは，実際に被害があるにも関わらず，被
害者として声を上げられない回答者の実態をとりこぼす
ことにつながる。
　行為体験方式は，具体的な職場いじめに該当するよ
うな行為をいくつか質問として提示し，頻度を問うも
のであり，27 の調査票があるとされている（Nielsen, 

Notelaers, et al., 2011）。この中でも最もよく使用さ
れているのは Leymann によって作成された Leymann 

Inventory of Psychological Terror（LIPT）や（Leymann, 

1996; Leymann & Gustafsson, 1996），Einarsen, Hoel& 

Notelaers（2009） に よ っ て 作 成 さ れ た Negative Act 

Questionnaire-Revised（NAQ-R）であろう。行為体験方
式のメリットとしては，行為の体験を尋ねられているだ
けなのでいじめ被害者だと自分をラベリングすることな
く答えられることだといえる。デメリットとしては回答
者のみに頻度や内容を問うことで，客観的に回答者がい
じめと特定できるような体験をしていたのかが把握しづ
らいことが挙げられる。
　先行研究では，セルフラベリング方式と，行為体験
方式での測定が混在しており，測定方法を無視して単
純に数値を比較することが出来ない。いくつかの発生
率の報告を統合したメタアナリシスによれば（Nielsen, 

Matthiesen, & Einarsen, 2010），行為体験方式では平均
して14.8％，職場いじめの定義を示さず被害者かどうか
問うセルフラベリング方式では平均して18.1％，職場い
じめの定義を示したうえで被害者かどうかを問うセルフ
ラベリング方式では平均して11.3％の回答者が職場いじ
め被害者に該当するとの報告が見られた。このように，
測定方式で発生率の違いが見られており，研究の比較を
する上では実際の測定方式を確認したうえで行うことが
必要であると考えられる。Nielsenら（2011）は，セル
フラベリング方式と行為体験方式の両方を利用して職場
いじめを評価することが望ましいとしている。
　しかし，測定方式の違いはあったとしても，平均して
回答者の10％強の報告があることは，決して職場いじ

めが稀な出来事ではなく，労働者にとって誰にでも起こ
りうる出来事だということを示しているといえよう。

職場いじめに該当する行為

　職場いじめの内容に関しても，様々な分類が試みられ
ている。Leymannはインタビューの結果から，5つの典
型的な内容を見出している。それによれば，言語的な攻
撃などのコミュニケーションに関するもの，他者とは別
の部屋に隔離されるなど社会的なつながりに関するも
の，個人の噂などハンディキャップや民族など個人に関
すること，仕事を与えなかったり意味のない仕事を与え
るなど仕事に関すること，身体的な攻撃など身体的健康
に関することがあるとしている（Leymann, 1990）。
　Zapfら（1996）は，LIPTに回答した被害者のデータ
を因子分析した結果から，被害者の仕事に関する組織的
なもの，社会的孤立，被害者の私生活を攻撃すること，
被害者の政治や宗教に対する考え方を攻撃すること，身
体的攻撃，言語的な攻撃，噂を流すことの7つの内容が
あることを報告している。
　Einarsen（2009）は，自身の作成した NAQ-R から，
人物に関するいじめ，仕事に関連したいじめ，脅しの3

つのカテゴリーを見出している。
　日本では厚生労働省が6つのカテゴリーを提唱してい
る。それによれば，過大な仕事，過小な仕事，個の侵害，
人間関係からの切り離し，精神的な攻撃，身体的な攻撃
が提案されている。
　他にもいくつかの分類が試みられているが，共通した
分類としては，仕事に関連した攻撃，個人の私生活や価
値観の攻撃，社会的な孤立，身体的な攻撃，精神的・言
語的な行為が含まれると考えられる。

職場いじめが与える影響に関する研究

　職場いじめが引き起こす影響については，主に心身へ
の影響，目撃者や傍観者など周囲への影響，仕事のパ
フォーマンスや離職意志など仕事面への影響などが検討
されている。
　その中でも最も多く検討されているのは，精神健康へ
の影響である。精神健康の指標として，PTSDや不安，
抑うつなどの観点から研究が進められている。PTSD症
状に関しては，13の研究報告を統合したメタアナリシ
スによって職場いじめの曝露との強い関連が見られるこ
とが報告されている（Nielsen & Einarsen, 2012）。また，
Veikuil, Atasayi, & Molendijk（2015）は，横断データの
メタアナリシスから職場いじめ曝露とうつ，不安，スト
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レス関連の精神症状との関連を報告している。また，縦
断データの検討から職場いじめ曝露はその後の抑うつ，
不安，精神症状を予測するとした。このように，精神症
状に関しては一定の研究の蓄積が進んでいるといえる。
　一方，身体健康への影響はほとんど検討されていない。
職場いじめ被害者は循環器疾患の発症リスクが2.3倍多
いという報告はある（Kivimäki et al., 2003）が，これ以
外の研究はほとんど見られていない。しかし，仕事の要
求度とコントロールの関係など，その他の職業性ストレ
スが身体的健康に深刻な影響を与えることは報告され
ており（Kivimäki et al., 2006; Nixona, Mazzolab, Bauera, 

Kruegerc, & Spectora, 2011），職場いじめも同様に身体
的健康に与える影響があることが考えられる。
　さらに職場いじめの被害者は，健康への影響だけでな
く，離職意図の増加，職務満足度の低下，組織コミット
メントの低下が見られるなど，仕事自体への影響も見ら
れることが報告されている（Nielsen & Einarsen, 2012）。
　職場いじめが被害者本人だけでなく周囲の者に影響を
与えることも示されている。目撃者には不安の訴えが高
いという報告（Hansen et al., 2006）や，職場でひどい
扱いを受けた人は，配偶者やパートナーに対して，話さ
なくなったり，敵意を向けるなどの行動が増加する（Lim, 

Ilies, Koopman, Christoforou, & Arvey, 2016）という報
告もある。

職場いじめの発生要因に関する研究，発生の
概念モデルの提唱

個人・集団・社会など各発生要因の検討
　職場いじめがなぜ起こるのかは，職場いじめの主要な
研究トピックスとなっている。これまでに被害者や加害
者の個人的特性の観点や，組織風土や職業性ストレスと
いった組織要因に焦点をあてた研究が主に行われてい
る。
　個人要因としては，被害者のパーソナリティに注目
した研究が見られており，主にビッグファイブのパー
ソナリティの傾向が報告されている。感情の不安定さ

（Coyne, Smith-Lee Chong, Seigne, & Randall, 2003; Glasø, 

Matthiesen, Nielsen, & Einarsen, 2007）や，神経症傾向
が高いこと（Glasø et al., 2007; Persson et al., 2009）は
一致した報告が多い。また，縦断研究でも神経症傾向
はその後の職場いじめを予測することも報告されてい
る（Nielsen & Knardahl, 2015）。しかしながら，Glasoら

（Glasø et al., 2007）は，クラスター分析から被害者に2

つのクラスターを見出し，被害者の64％からなるクラ
スターではいじめ被害を受けていない労働者とパーソナ

リティの特徴に違いは見られなかったと報告している。
このことからも，被害者の一貫したパーソナリティ特徴
が現時点で見出されているわけではないと考えられる。
　加害者に関しては，いくつかの研究があるものの，実
証的な研究は多くはない。これは，加害者からのデータ
を収集することの難しさが関係しているといえる。加害
者の特徴を記述したものとして，加害者は高い攻撃性
を持っているとの報告がある（Matthiesen & Einarsen, 

2007）。また，加害者の性格傾向としては，他者操作
的で自己中心的な特徴を持つマキャベリズム，サイコ
パシー，自己愛というダークトライアドの傾向がある
ことが示されている（Linton & Power, 2013）。Pilch & 

Turska（2015）も，マキャベリズムの特徴を持つ人がい
じめを行いやすいことを報告している。
　また，いじめ被害者と加害者の性格特性が類似してお
り，いじめ被害者が加害も行っている場合があることが
指摘されている（Linton & Power, 2013）。いじめ被害者
の一部が反撃やいじめへの対処行動として他者をいじめ
る行為が行われる（Lee & Brotheridge, 2006）ことも指
摘されており，職場いじめ被害が更なる被害を生むとい
う負の連鎖をもたらす可能性があるといえよう。
　組織要因として，職業性ストレスとの関連から，職
の不安定さがいじめ行為を増加させること（De Cuyper, 

Baillien, & De Witte, 2009）や仕事の負荷の高さと仕事
の自律性の低さがその後の職場いじめの被害者にも加害
者にもなる可能性を高めること（Baillien, De Cuyper, & 

De Witte, 2011）が指摘されている。これらは，単に個
人の性格傾向や特性だけで職場いじめが発生するのでは
なく，環境との相互作用が発生に関与することを示唆し
ているといえる。職業性ストレスに関しては，前述の仕
事の負荷や仕事の自律性，職の不安定さのほか，役割曖
昧さ，役割葛藤が職場いじめ発生に影響することが示
されている（Van den Brande, Baillien, De Witte, Vander 

Elst, & Godderis, 2016）。また，リーダーシップの観点
からは，職場いじめと関連するリーダーシップとして，
権威的リーダーシップ（Hoel, Glasø, Hetland, Cooper, & 

Einarsen, 2010），放任的リーダーシップの存在が指摘さ
れている（Nielsen, 2013）。特に，放任的リーダーシッ
プのもとでは，役割葛藤が生じやすく，同僚間でのい
じめが起きやすくなることが示されている（Skogstad, 

Einarsen, Torsheim, Aasland, & Hetland, 2007）。この他，
組織風土との関連で，職場いじめの被害者は自身の所属
している組織をヒエラルキー志向の組織文化と感じる
ことと関連があること（Pilch & Turska, 2015）や，関係
志向の組織に比べてヒエラルキー志向の職場では職場
のいじめ被害者になる可能性が高まること（An & Kang, 
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2016）が報告されている。
　なお，被害者と加害者を取り巻く周囲の労働者が発
生に関与することも指摘されているものの，理論的な
検討にとどまっている（Paull, Omari, & Standen, 2012; 

Samnani, 2013）。実証的な研究は見られるが（Wu & Wu, 

2018），わずかである。

職場いじめ発生の概念モデル
　発生の概念モデルに関しては，これまでの知見をもと
に様々な研究者から提案がなされている。
　Zapf & Grossは職場いじめ被害者へのインタビュー調
査から多くの被害者が体験した事例において，被害がエ
スカレートしていくことを見出し，対立のエスカレー
ションモデルを提唱した（Zapf & Gross, 2001）。職場い
じめがエスカレートしていくことに関しては，Leymann

も同様の知見を述べている（Leymann, 1996）。
　また，Salin（2003）は組織の中で内部競争や報酬シ
ステムなどの動機づけとなる要因とリストラや組織変化
といった促進要因が互いに影響を及ぼし，力の不均衡や
不満足や不満といった実現要因が出現することで結果的
に職場いじめの発現につながるとする概念モデルを提唱
した。
　Einarsenらはこれまでの研究を統合した形での理論的
枠組みを提示している（Einarsen et al., 2011）。それに
よれば，攻撃的な行動の先行要因となる個人的，社会的，
文脈的要因に攻撃的行動を誘発する組織的な要因が加わ
りいじめが行われる。その行為が被害者にいじめとして
知覚され，被害者がその後その行為に対して行動するこ
とで，組織や個人に影響がもたらされる。この一連のプ
ロセスには組織の関与や被害者の個人的な特徴が影響を
もたらすとしている。また，この背景には文化的社会経
済的要因も影響を与えている。
　前述の理論はこれまでの実証研究を踏まえ，どのよう
に職場いじめが引き起こされ，エスカレートしていくか
というプロセスを理解する上で重要な役割を果たしてい
るといえる。しかし，組織の中の部署やチームの中にい
る傍観者の果たす役割や加害者と被害者の特性に関して
もまだ十分な知見が得られていないため，理論の中での
説明は不十分であると言える。今後，発生のメカニズム
をより様々な角度から検討し，理論的枠組の精緻化が求
められているといえよう。

職場いじめの予防介入に関する研究

　職場いじめの発生要因の研究が蓄積されていく中で，
多くの研究者が予防的な取り組みの必要性を指摘してい
る。しかし，研究の蓄積はわずかである。山本（2016）
は職場いじめの予防介入のレビューの中で，研究報告が
あったとしても，準実験計画によるものや実践報告がほ
とんどであると報告している。介入の内容としては，多
くは1回の研修を実施しその効果を検証するものが多い。
また，予防には一次予防，二次予防，三次予防と段階が
あるが，研究報告には二次予防的介入が多く見られてい
る。
　また，Gillenら（2017）による職場いじめの一次予防
的介入のシステマティックレビューによれば，5件の介
入研究のうち，CREW（Civility, Respect & Engagement 

with Work）というプログラムが職場いじめの減少にわ
ずかな効果をもたらしたことが報告されている。このプ
ログラムは，アメリカの退役軍人局で開発された職場で
の対人関係を向上させるプログラムであり，他者への丁
寧さや尊重を増加させることを目的としている。実施方
法は，ファシリテーターが導入する組織の集団とのグ
ループワークを6ヶ月間定期的に実施するというもので
ある（Leiter, Laschinger, Day, & Oore, 2011）。
　日本では，牧田ら（2013）が職場いじめ予防のために
職場改善のグループワークを行った報告があるが，それ
以外の研究報告は現時点では見られていない。日本の産
業保健の臨床現場では，職場いじめの研修に関して，厚
生労働省が「明るい職場応援団」というホームページで
対策マニュアルを公開したり，従業員支援プログラム

（Employee Assistance Program: EAP）提供事業所や研
修提供事業所による独自の研修が行われている。しかし，
どの介入がどれほどの効果があるのかは検討されておら
ず，経験則としての介入が行われているのが実態である
といえる。

職場いじめ研究の今後の展望

　本稿では，職場いじめ研究の歩みを概観し，職場いじ
め研究の現状について整理を行った。職場いじめの研究
は，この30年間で様々な蓄積が行われている。一方で，
以下のことに関する研究の蓄積や整理が必要だといえる。
　一つ目は，発生要因に関する研究の更なる蓄積であ
る。組織要因の中では職業性ストレスやリーダーシップ
の観点からの蓄積が進んでいる一方で，傍観者やチーム
といった直接的に被害者や加害者に関わる人たちがどの
ように職場いじめに関わっているかの研究が不足してい
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る。また，組織風土の観点も更なる蓄積が必要だと考え
られる。また，個人要因に関しては，被害者及び加害者
の特性に焦点があてられているが，一致した見解が得ら
れておらず，研究の積み重ねが必要だろう。今後の職場
いじめの予防的取り組みを考えていく上でも，複合的な
視点からの発生要因を検討し，発生メカニズムの理論の
精緻化が求められるといえる。
　しかし，被害者の特性に関しては慎重な検討が必要だ
と考えられる。特に，被害者の性格傾向としては，神経
症傾向や感情の不安定さなどを示す報告があるが，いじ
め行為の結果としてPTSD症状や不安症状，抑うつ症状
などの精神症状が存在していることが神経症傾向や感情
の不安定さに影響する可能性もある。いじめ被害への曝
露がその後の性格傾向の変化に影響を与えているとの報
告もある（Nielsen & Knardahl, 2015）。横断調査では性
格傾向なのか症状なのかを検討することは困難であるた
め，縦断研究の蓄積が求められるだろう。
　二つ目としては，職場いじめの予防介入に関する研究
の不足である。予防介入の研究は必要性が様々な研究者
から発信されている一方で，蓄積がほとんど見られない
ことが明らかとなった。効果的な予防介入は労働者の精
神的健康を保つためにも必要不可欠であり，今後このト
ピックの発展が望まれる。

予防介入に関する研究が不足する背景
　職場いじめの予防介入に関する研究は今後最も発展が
望まれるトピックであるが，職場いじめの予防介入に関
する実証研究は不足している。背景には，職場いじめが
複雑な現象であり，どこに焦点をあてて予防や介入を行
うかが難しく，複合的なアプローチが求められるという
ことが考えられる。結果として，介入の効果が何によっ
てもたらされたものなのか示しにくいことが挙げられ
る。また，集団単位への介入が必要なため，ランダム化
比較研究を行う際には，クラスターランダム化比較試験

（cRCT）の実施を検討する必要がある。cRCTは，集団
単位でランダム化を行うため，個人単位でのRCTより
も多くの人数を必要とする。そのために，実施のハード
ルが高いことも介入研究報告の少なさに影響していると
考えられる。
　前述の事項に加えて労働者集団への介入の場合，実務
に関わること以外に時間を割くことへの難しさがあると
考えられる。これまでの実践報告や介入報告において，
介入が長期的でなく短期的なものが多いことはこのため
だと考えられる。しかし，職場いじめは複雑な現象であ
り，予防するためには継続的で包括的なアプローチが必
要になるであろう。

いじめ予防の先駆者として―学校のいじめ予防
　同じいじめという視点で見ると，学校現場での取り組
みが成果を挙げている。学校におけるいじめの一次予防
の取り組みはいくつかプログラムが開発されており，エ
ビデンスの積み重ねがある（Ttofi & Farrington, 2011）。
実証研究で効果が示されているプログラムの多くは，1

回の心理教育で完結するものではなく，長期的なプログ
ラムとして設計されている。
　例えば，ノルウェーのOlweusの学校いじめ予防プロ
グラムでは，対象を学校全体，クラス，個人，地域に分
割し，各対象が行う具体的な行動が示されている。例と
して，学校レベルではいじめ予防調整委員会を設立する
こと，クラスレベルではいじめやいじめに関連した話題
について話すためのクラス会議を定期的に行うこと，個
人レベルではいじめが観察されたとき即座に全てのス
タッフが介入することを確実に行うこと，地域レベルで
はいじめ予防調整委員会に地域のメンバーが関わること
などである（Olweus & Limber, 2010）。対象に応じて具
体的な方法が決められており，一次予防だけでなく実際
のいじめ発生時の対応といった二次予防の方法も盛り込
まれ，内容は包括的である。
　また，フィンランドの小中学校の約9割で導入されて
いるKivaは，月に1回（90分）×10 回の授業の実施が
メインの要素であるプログラムである。このプログラム
の主な目的は4つあり，一つは集団がいじめを維持して
いる役割を持っていることに気づくこと，二つ目は被害
者に対する共感を増やすこと，三つめは被害者をサポー
トする子どもの方略を促進することとそうすることで彼
らの自己肯定感を促進すること，四つ目は被害に遭った
時の子どもの対処スキルを増やすことである。授業の中
で，グループワークやロールプレイを取り入れ，4つの
目的を達成していくことになる（Kärnä et al., 2011）。
　このように効果が示されているいじめ防止プログラム
は，長期的なプログラムで複合的なアプローチを行うこ
とが特徴的である。また，実際の被害者―加害者となり
うる児童や生徒だけでなく，周囲のクラスメイト，家族
や学校職員，地域など子どもを取り巻く様々な集団にア
プローチを行う視点があることも特徴といえる。

今後の職場いじめ予防介入の研究のために
　前述のように学校におけるいじめ予防介入の実践は蓄
積があり，効果を挙げている。学校で実施される予防
介入の全てを職場のいじめに当てはめることはできな
いものの，同様のいじめという現象を予防する取り組
みを行っていくためには大きな参考になるだろう。特
に，1回の介入では効果が難しく，長期的な取り組みが
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必要になることは職場いじめの予防介入にも必要な視点
だといえる。職場いじめの減少に効果があったとされる
CREWも6ヶ月間の長期的な介入となっている。これら
から，長期的・包括的なアプローチを持ったプログラム
の開発が必要だといえる。職場いじめの介入に関しては，
Vartia & Leka（2011）は，これまでの研究や提言を整理し，
社会／方針，組織／雇用者，仕事／職務，個人／仕事の
手段の4つの視点と，一次予防，二次予防，三次予防と
いう予防の段階を踏まえた包括的な予防的介入を行って
いくことが重要であるとしている。包括的な予防介入の
プログラムを作るためには，国内外で職場いじめ予防の
ために行われている実践の共通要因を見出し，先行研究
結果の蓄積と照らし合わせていくことも必要だろう。そ
のためにも，今回指摘したような発生要因に関する知見
を蓄積していくことが求められる。
　また，先行研究から，職業性ストレスが職場いじめに
影響することが示されていることをふまえると，職場い
じめを直接的に扱うだけでなく，職場のストレス要因を
減らす取り組みを行うことで結果的に職場いじめの減少
につながる可能性が考えられる。日本では，職場改善の
グループワークが職業性ストレスを減らす効果があるこ
とが報告されており（真船，廣，＆永田，2010），いじ
めに特化しないその他の職場ストレス要因を減少させる
介入の知見を参考にしていくことも必要だろう。
　そもそも日本においてメンタルヘルス対策を行ってい
る事業所は平成28年度の調査では56.6％であり，その
中でも労働者への教育研修・情報提供は38.2％，管理監
督者への教育研修・情報提供は29.2％の実施率となって
いる（厚生労働省，2017a）。事業所規模が大きくなるほ
ど取組率は高くなるものの，全体的には研修や情報提供
の機会は低い水準にとどまっていることを考えると，職
場いじめ予防だけに関わらず職場において第一次予防的
な取り組みの必要性を啓蒙することがまず大切になるだ
ろう。その上で，職場で職場いじめの予防介入を含めた
一次予防の取り組みを根付かせるためには，取り組みに
効果があることを示す必要がある。効果検証を積み重ね
ていくことは，職場により導入しやすいプログラムを広
めていくためにも重要だと考えられる。
　職場で働く全ての人が働きやすい職場を作るために
も，職場いじめの研究がより発展することを期待してい
る。
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ABSTRACT

The review and future direction of workplace bullying.

Sayaka YAMAMOTO and Atsuko KANAI

Workplace bullying or harassment has been emerging as a serious social issue in recent years. The 

research on workplace bullying started in the 1990s in foreign countries. However, there have been few 

researches on this issue in Japan. In this paper we reviewed how the research on workplace bullying 

developed abroad, and considered the subjects and the perspectives of workplace bullying. As a result, 

it was revealed that while the researches on the effect of workplace bullying were sufficient, those on 

the antecedents or the prevention of workplace bullying were insufficient. Especially, there were few 

researches on the prevention of workplace bullying. In the future, it is required to accumulate scien-

tific knowledge about the antecedent of workplace bullying and consider the prevention of workplace 

bullying with reference to the examples from these knowledge or programs for the prevention of bully-

ing in schools. 

Key words: Workplace bullying, Power harassment, Mobbing, Workplace, Prevention


