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労働者の職場ストレスと精神健康の関連

－ハラスメント行為が被害者及び職場環境に与える影響の検討－

本研究では、職場いじめの目撃者を対象として、ハラスメント行為（職場いじめ）がどの

ような状況・理由で発生し、事業所や被害者の周囲の労働者がどのような対応を行ったかと

いう一連のプロセスを把握することで、職場いじめの支援課題及びニーズを探ることを目

的とした。

調査方法は、目撃者への半構造化面接であり、個別に 1 時間程度の面接を行った。調査対

象者は 10 名（男性 5 名、女性 5 名）であった。面接データは逐語化を行い、KJ 法で分析

を行った。

分析の結果、【目撃者・周囲の者の行動】【職場いじめから受けた影響】【目撃者の職場い

じめに対する価値観】【目撃者の行動の理由】【希望する対応策】の５つの大グループが形成

された。中でも、【目撃者・周囲の者の行動】では、＜直接的・間接的な加害者への同調、

被害に対する消極的な対応＞、＜対応に対する迷い＞、＜被害者の苦境に理解を示す対応＞、

＜被害を止めるための積極的な対応＞の５つの中グループが形成され、職場いじめに対し

て様々な行動・対応をしていることが明らかとなった。目撃者の多くは、＜被害者の苦境に

理解を示す対応＞＜被害を止めるための積極的な対応＞のように職場いじめ被害を止める

ためや被害者への配慮行動を行っていた。一方で無視のようないじめと断定しづらい行為

については、被害者に被害行為を確認することで被害者を傷つけるのではないかという配

慮から、＜対応に対する迷い＞が生じていた。

本研究の結果から、目撃者の援助行動を引き出すことは職場いじめを拡大させないため

にも重要であることが示唆された。そのためには、本研究結果をふまえ、被害内容が断定し

づらい場合も含めて、どのような対応をすることで職場いじめを食い止めることができる

のかといった心理教育や、目撃者側からも相談を受け付けるような職場のサポート体制が

必要であるといえる。また、職場いじめは被害者－加害者間の問題だけでなく、労働パフォ

ーマンスや周囲の人の心身の健康に影響することを事業所が認識し、積極的な対応策をと

っていくことの必要性を発信していくことも必要だろう。
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Ⅰ．背景

近年、産業衛生領域では、労働者の精神的健康問題による離職や休職が問題となっている。

厚生労働省が定期的に行っている労働者への調査では、職場のストレスの内容として「職場

の人間関係」がもっとも多くあげられている1。また、近年では、職場の人間関係の問題の

ひとつとしてパワーハラスメント行為が増加の一途をたどっている。各都道府県労働局に

寄せられるいじめ・嫌がらせの相談件数は、平成14年度には6,627件であったが､10年後の

平成24年度には51,670件と急増しており、看過できない問題となっている2。このような背

景から、厚生労働省は2012年に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を

発表した3。

パワーハラスメントは日本における造語であり、諸外国ではWorkplace Bullyingや
Mobbing､Moral Harassmentなどと様々な用語で呼ばれているため、以降は総称して「職

場いじめ」と呼称することとする。諸外国では、スウェーデンの精神科医であるLeymann
が1980年代に初めて研究を行ってから4、欧州を中心に研究の広がりが見られるようになっ

た。一方、日本では、産業衛生領域で職場いじめの研究に関心が向けられることはほとんど

なかったが、ここ数年で職場いじめに関する実態調査がわずかながら報告されてきている。

日本における職場いじめの実態は、津野らによる調査では被害報告は9.0%5､兵庫県こころ

のケアセンターにおいて実施した牧田らの実態調査によれば被害報告は15.6%6､筆者が実

施した調査においても被害報告は19.7%という数値となっている7。これらの数字からも、

日本の労働者にとって職場いじめは誰にでも起こりうる、精神健康悪化の大きなリスクフ

ァクターとなると考えられる。

一方で、職場のいじめという行為がどのように発生し、事業所の中でどのような対処がと

られているのか解決に焦点をあてた研究は日本ではほとんど見られない。厚生労働省が

2013年度に行った「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告」8によれば、従業員

の悩みを受け付ける専門の相談窓口を設けている事業所は73.4%にのぼる。しかし、パワー

ハラスメントの被害にあった労働者の46.7%が「何もしなかった」と回答しており、事業所

が設けた相談窓口に相談した労働者は1.8%にとどまっている。被害の拡大や繰り返しを防

ぐためにも、早期発見・対処を行うことは重要である。しかし、調査の数字を見る限りでは、

適切な相談や対処にまでたどりつきにくいというのが現状であると考えられる。そのため、

どのような要因が解決のための行動を阻害しているのか、どのような要因があればより解

決に結びつきやすいのかを検討することは、今後の適切な対処を考える上で非常に重要で

あると考えられる。これらを検討するためには、実態調査のみならず、職場いじめがどのよ

うな経緯で発生し、どのような対応が行われたのかというプロセスに焦点をあてた研究を

行うことが不可欠であると考えられる。

なお、前述の厚生労働省の調査においては、被害者が被害後に行った行動としては、「何

もしなかった」の次に、「職場の同僚に相談した(14.6%)」があげられている。このことから、

被害者だけでなく、周囲の労働者がどのように職場いじめを認識しそれに関わるのかが、解
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決の糸口のひとつになると考えられる。そこで、本研究では職場いじめの予防・解決法を探

るために、職場いじめの目撃者となった労働者がその現象をどのようにとらえ、どのように

対応したのかというプロセスに焦点をあてた研究を行うこととする。

Ⅱ．目的

本研究では、職場いじめがどのような状況・理由で発生し、事業所や被害者の周囲の労働

者がどのような対応を行ったかという一連のプロセスを把握することで、職場いじめの支

援課題及びニーズを探ることを目的とする。

Ⅲ．方法

調査対象者：これまでに所属事業所で、いじめを目撃した経験のある労働者 10 名を対象と

した。4 名については、筆者の社会的ネットワークを通じ、いじめ目撃経験のある労働者を

リクルーティングした。6 名については、調査会社を通していじめ目撃経験のある労働者の

リクルーティングを行った。

調査方法：半構造化面接を行った。調査の平均時間は 61 分（最小：46 分、最長：82 分）

であった。

半構造化面接の質問：半構造化面接は、あらかじめ質問は想定するが、その場の話の流れに

応じて質問を追加・変更しながら行う面接方法である。今回、以下の質問項目を想定した。

１．これまで働く中で、職場いじめ（パワーハラスメント）だと感じた事例を目撃・もしく

は聞いたことはあるか（以前の職場も含める）。

－どのような内容の職場いじめ（パワーハラスメント）が起こったか

－どれくらい継続したか

－どのような経緯で起こったと考えるか

－被害発生時の組織の雰囲気、風土はどのようなものだったか

－自身にはどのような影響があったか（気分、仕事のパフォーマンス）

－自身はどのように対応したか

－周囲の人（同僚・上司）はどう対応したか

－所属組織の対応はどうだったか（それまでの予防策なども含める）

－周囲の人や組織にどんな対応を希望したか

－職場いじめの目撃は自身の働き方にどのような影響を及ぼしたか

２．現在の所属組織における職場いじめ（パワーハラスメント）対策はどのようなものか。

－対策に関する考え、感想

データ解析：調査対象者に許可を得た上で、面接内容を録音した。録音データを全て逐語に
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起こし、個人情報を匿名化した上で、それを元にＫＪ法を行った。KJ 法の手続きは、以下

である。

＜手続きの流れ＞

①協力者の発言で意味のエッセンスを含む文章を抜き出しカード化する。

②各項目で意味が近いと考えられるカードをグループ化する作業を行い、グループを代表

する名称をつける（小グループ作り）。

③グループ同士を意味の近いもの同士に分類し、上位グループを生成し、名称をつける（中

グループづくり）。

④さらに上位グループができるか検討し、名称をつける（大グループづくり）。

⑤各グループ間の関連性を空間配置し、影響を矢印等で示す。

倫理的配慮：本研究はひょうご震災記念２１世紀研究機構兵庫県こころのケアセンター倫

理審査委員会にて承認を受けた。

Ⅳ．結果

Ⅳ-1.属性

調査協力者 10 名のうち、男性は 5 名、女性は 5 名であった。平均年齢は 41 才（最少年齢

26 歳、最高年齢 52 歳）であり、社会人経験年数の平均は 19.8 年であった。職場いじめ目

撃時の所属事業所規模は以下であった（表 1 参照）。所属事業所は全て民間の事業所であり、

業種は様々であった。

表 1.調査対象者の職場いじめ目撃時の所属事業所規模 

事業所規模 人数 

4下以名05

51名以上～300名以下 0 

301名以上～1,000名以下 3 

1,001名以上 3 

Ⅳ-2.目撃した職場いじめの内容

厚生労働省が 2012 年に発表したいじめの類型に基づき、対象者が目撃したいじめを分類し

た。なお、複数のいじめ分類にまたがるいじめを目撃した対象者もいたため、複数回答とし

た（表 2 参照）。最も多かったのはひどい暴言や侮辱などが含まれる「精神的な攻撃」（9 名）

であり、次に業務上不要なことや遂行不可能なことの強制などが含まれる「過大な要求」（4
名）、3 番目は隔離・仲間外し・無視が含まれる「人間関係からの切り離し」（3 名）であっ

た。
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表 2.対象者の目撃した職場いじめの類型 

職場いじめの類型 目撃者数（複数回答）

2撃攻な的体身

9撃攻な的神精

3し離り切のらか係関間人

4求要な大過

1求要な小過

1害侵の個

Ⅳ-3-1.KJ 法による結果

次に、KJ 法による結果を以下に示す。本研究では、目撃者の視点から職場いじめをどのよ

うに理解するかを研究の目的としたため、主に目撃者の行動や感情、思考について KJ 法で

分類を行うこととした。なお、小グループがそれ以上他のグループと統合できない時には、

中グループとして扱うこととした。今回、目撃者視点からの大グループは 5 つに分類され

た。

表 3.【①目撃者・周囲の者の行動】

大グループ 中グループ 小グループ

目撃者・周囲の

者の行動 

直接的・間接的な加害者への同調 
加害者に同調して行為に加わる 

陰で被害者を嘲笑する 

被害に対する消極的な対応 

見て見ぬふり 

加害者の機嫌を損ねないよう行動する 

職場にいることを避けるようになる 

対応に対する迷い 

上司に対応をお願いすることの戸惑い 

どうしたらよいのかわからない 

自分の目撃がいじめにあたるか周囲に確認する

被害者の苦境に理解を示す対応 

被害者へのアドバイス 

仕事を直接フォローする 

被害後に声をかける 

被害者に気付かれないような配慮 

加害者の言動を白い目で見る 

被害を止めるための積極的な対応 

上司や組織に対応をお願いする 

人間関係を修復する試みをする 

直接加害者の言動に意見する 
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表 4.【②職場いじめ目撃から受けた影響】

大グループ 中グループ 小グループ

職場いじめ目撃

から受けた影響

仕事のパフォーマンスへの影

響

モチベーションの低下

集中力の低下

離職意思の増加

被害から感じるネガティブな感

情

嫌な気持ち

迷惑という思い

自分に被害が及ぶことへの不安

妙な緊張感

状況への麻痺

人間関係の持ち方への影響

自分はもっとオープンに人に接しようと思うようになる

仕事でより一層人を観察するようになる

自分でも嫌なのに加害者と同じように指導してしまう

仕事に対する積極的な行動を

控える

進んで意見が言いづらい

こうなるとよくなると思っても淡々と仕事をする

愚痴の言い合いで終わってしまう

仕事を選ぶときに人間関係を重視するようになる

表 5.【③目撃者の職場いじめに対する価値観】

大グループ 中グループ 小グループ

目撃者の職場

いじめに対する

価値観

気が合わなくても仕事は割り切ってやってほしい

加害行為に対して理解を示す

やり方はよくないが、自分の仕事のために焦ったのか

もしれない

昔は職場いじめは当たり前

加害行為に対する怒り
子どもじみていると思う

周囲が行為をやめさせないことに対する怒り

被害者の苦境を思う
被害者の立場なら仕事を辞めてしまいたい

どんなに精神的に強い人でも人間不信になる
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表 6.【④目撃者の行動の理由】

大グループ 中グループ 小グループ

目撃者の行動

の理由

介入することによる自分へ

の影響の懸念

介入することで自分に被害が及ぶ可能性

介入することで自分の仕事に影響が及ぶ可能性

事態を大きくしたことが自分だと発覚することの懸念

相談する場所がない

目撃した行為がいじめであると確定しづらい

被害が表に出ないことによ

る介入の難しさ

被害者からの訴えがないから

加害者が行為を否定することへの懸念

対応が被害を拡大させるこ

とへの懸念

被害者にいじめについて聞くことでさらにダメージを与える

のではという懸念

自分の行動が被害を拡大させるのではないかという懸念

組織が事態を悪化させることへの懸念

被害者に理解を示したいか

ら

加害者の行為に同調していないことを示すため

わかってくれる人がいるだけで心の支えになると思うから

業務量が過多で余裕がない

立場や情報不足による積

極的介入への戸惑い

事情を深く知らないため

部署が違うと対岸の火事と思う

職場のベテランの皆が黙っているから

これまでの対応で状況が変化しないことによる諦め

表 7.【⑤希望する対応策】

希望する対応

策

上層部に職場いじめの問

題をもっと理解してほしい

人事的対応をしてほしい

職場いじめを受けた人の声を組織がもっと汲み取ってほ

しい

上の人が職場いじめ行為を認識してほしい

中間管理職にもっと上層部に報告してほしい

研修をしてほしい

適切な行動を示してほしい
よりよい行動の見本を示してほしい

感情的にならず理性的に行動してほしい

人間関係を維持する努力

をしてほしい

人の悪い面ばかりを見るのではなく尊重することも大切

もっとコミュニケーションを増やしてほしい

組織外での対応の必要性
労働者が法律的な知恵をつけていくことが必要

公的機関の人に対応してほしい
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Ⅳ-3-2.各グループの特徴

大グループの特徴を以下に記載する。大グループは【】、中グループは「」、小グループは<>、
内容を補足するための対象者の語りデータは〔〕で記す。

【①目撃者・周囲の者の行動】

このグループは中グループ 5、小グループ 16 で構成されている。被害を目撃すると、目

撃者を含めた周囲の者は様々な行動を行う。まずは、＜加害者に同調して行為に加わる＞者

もいれば、行為には加わらないが＜陰で被害者を嘲笑する＞など、「直接的・間接的な加害

者への同調」を行う者がいる。

また、加害者の行為を＜見て見ぬふり＞をし、＜加害者の機嫌を損ねないように行動する

＞者もいる。中には＜職場にいることを避けるようになる＞者もいる。これらは、「被害に

対する消極的な対応」であるといえる。

しかし、このように対応する者ばかりではなく、＜被害者へのアドバイス＞をしたり、＜

被害後に声をかける＞など、被害者に寄り添う対応をする者もいる。直接的な声かけだけで

なく、〔被害者と加害者が二人いる時にどっちかにばっかり親しくしたら、なんか良くない

かな〕、〔電話だと加害者に内容を聞かれる可能性があるためメールを多用する〕など、＜被

害者に気付かれないような配慮＞を行う者もいる。被害者の＜仕事を直接フォローする＞

ことで被害者を手助けする行動を行う者もいる。また、＜加害者の言動を白い目で見る＞と

いう者もおり、様々な形で「被害者の苦境に理解を示す対応」を行っているといえる。また、

中には＜上司や組織に対応をお願いする＞＜直接加害者の言動に意見する＞＜人間関係を

修復する試みをする＞など、「被害を止めるための積極的な対応」を行う者もいる。

このような対応のほかに、＜上司に対応をお願いすることの戸惑い＞＜どうしたらよい

のかわからない＞といった、「対応に対する迷い」が見られる場合もあった。また、この「対

応に対する迷い」には、〔もしかして、（被害者）、いじめられてるような感じしてない？〕

と、＜自分の目撃がいじめにあたるか周囲に確認する＞など、目撃した事象をそもそも職場

いじめとして取り扱ってよいのか迷い、確認するという行動も含まれた。無視などの人間関

係の切り離しに該当する職場いじめの場合、いじめと判断がつきづらく、この確認行為が生

じたといえる。

【②職場いじめから受けた影響】

このグループは中グループ 7、小グループ 12 から構成されている。目撃者は職場いじめの

目撃から様々な影響を受けている。まずはいじめを目撃することで＜モチベーションの低

下＞＜集中力の低下＞が起こり、「仕事のパフォーマンスへの影響」を受ける者がいる。そ

の状況に耐えかねて、「離職意思の増加」が起こる場合もある。また、仕事に関しては、＜

進んで意見が言いづらい＞＜こうなると良くなると思っても淡々と仕事をする＞＜愚痴の

言い合いで終わってしまう＞など、「仕事に対する積極的な行動を控える」ようになる場合
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もある。

「被害から感じるネガティブな感情」としては、＜嫌な気持ち＞＜迷惑という思い＞＜自分

に被害が及ぶことの不安＞＜妙な緊張感＞を感じるようになる。また、その状況が長く続く

場合、職場いじめがあることが日常となり、「状況への麻痺」が起こるようになる。

「人間関係の持ち方への影響」に関しては、加害者を反面教師にして＜自分はもっとオー

プンに人に接しようと思うようになる＞者もいれば、＜仕事でより一層人を観察するよう

になる＞といったように人間関係により敏感になる者もいる。＜自分でも嫌なのに加害者

と同じように指導してしまう＞など、指導の際に加害者と同様の行動をしてしまうことに

嫌悪感を持つ者も見られた。

また、「仕事を選ぶときに人間関係を重視するようになる」など、その後の職業選択に影

響が見られる者もいた。

【③目撃者の職場いじめに対する価値観】

このグループは中グループ 4、小グループ 6 で構成される。目撃者は目撃した職場いじめに

ついていろいろな思いを抱く。「気が合わなくても仕事は割り切ってやってほしい」と、仕

事と個人的な感情を区別することの必要性について考える場合もあれば、＜やり方は良く

ないが、自分の仕事のために焦ったのかもしれない＞＜昔は職場いじめは当たり前＞と「加

害行為に対して理解を示す」場合もある。＜子どもじみていると思う＞＜周囲が行為をやめ

させないことに対する怒り＞など「加害行為に対する怒り」や＜被害者の立場なら仕事を辞

めてしまいたい＞＜どんなに精神的に強い人でも人間不信になる＞と「被害者の苦境を思

う」ことも見られた。

【④目撃者の行動の理由】

このグループは中グループ 9、小グループ 13 で構成される。目撃者や周囲の者は【①目撃

者・周囲の者の行動】で示されたように様々な行動を行う。理由は選択される行動に影響を

及ぼす。まず、＜介入することで自分に被害が及ぶ可能性＞＜介入することで自分の仕事に

影響が及ぶ可能性＞＜事態を大きくしたことが自分だと発覚することの懸念＞など様々な

「介入することによる自分への影響の懸念」を考える。また、＜被害者にいじめについて聞

くことでさらにダメージを与えるのではという懸念＞や、＜自分の行動が被害を拡大させ

るのではないかという懸念＞、自分が組織に対応を求めた際に＜組織が事態を悪化させる

ことへの懸念＞など、「対応が被害を拡大させることへの懸念」を考える。このほかには、

＜被害者からの訴えがないから＞＜加害者が行為を否定することへの懸念＞に示されるよ

うに「被害が表に出ないことによる介入の難しさ」を考える場合もある。＜事情を深く知ら

ないため＞＜部署が違うと対岸の火事と思う＞＜職場のベテランの皆が黙っているから＞

といったように「立場や情報不足による積極的介入への戸惑い」も見られた。また、これに

加えて、無視などの人間関係からの切り離しの場合、「目撃した行為がいじめであると確定
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しづらい」場合もある。以上の理由では、目撃者や周囲の者は被害者への援助行為を行いた

くても、躊躇し、「被害を止めるための消極的な行動」「対応に対する迷い」を選択する場合

があるといえる。また、「業務量が過多で余裕がないため」「相談する場所がない」のように、

物理的に援助行為を行う難しさも「被害を止めるための消極的な行動」「対応に対する迷い」

の選択理由となりうる。一方で＜加害者の行為に同調していないことを示すため＞＜わか

ってくれる人がいるだけでも心の支えになると思うから＞と「被害者に理解を示したいか

ら」「被害者の苦境に理解を示す対応」「被害を止めるための積極的な対応」を選択する場合

もある。しかし、「これまでの対応で状況が変化しないことによる諦め」から、積極的な行

動を止めてしまう場合もある。

【⑤希望する対応策】

このグループは中グループ 5、小グループ 10 で示される。目撃者は職場いじめに関わる中

で、いろいろな対応策を考えるようになる。＜人事的対応をしてほしい＞＜職場いじめを受

けた人の声を組織がもっと汲み取ってほしい＞＜上の人が職場いじめ行為を認識してほし

い＞＜中間管理職にもっと上層部に報告してほしい＞といった「上層部に職場いじめの問

題をもっと理解してもらいたい」という、組織的な対応を希望する。また、「研修をしてほ

しい」といった具体的な知識や対応について勉強する機会を求めたり、＜よりよい行動の見

本を示してほしい＞＜感情的にならず理性的に行動してほしい＞と言ったように「適切な

行動の見本を示してほしい」と上司や同僚に希望する場合もある。そのほか＜人の悪い面ば

かりを見るのではなく尊重することも大切＞＜もっとコミュニケーションを増やしてほし

い＞といった「人間関係を維持する努力をしてほしい」との希望もある。また、＜労働者が

法律的な知恵をつけていくことが必要＞＜公的機関の人に対応してほしい＞など、「組織外

での対応の必要性」についての意見も見られた。

Ⅳ-3-3.各グループの関係性

各グループの関係性を図 1 に示す。なお、今回着目した目撃者の行動や対応には、「被害者」

「加害者」「組織」「職場いじめ」の各項目も影響を及ぼしていると想定されるため、想定さ

れるグループ（文章中では｛｝で示す）として図に含むこととした。
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図 1.職場いじめの目撃に関する各グループの関係性

目撃者・周囲の者の
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各グループの関係性として、まず｛加害者｝は何らかの｛職場いじめ｝の方法を選択し、｛被

害者｝に行為を行うことで影響を与える。目撃者は｛職場いじめ｝から【職場いじめ目撃か

ら受けた影響】を受け、それが【希望する対応策】や【目撃者の行動の理由】に影響を与え

る。【目撃者の行動の理由】には、【希望する対応策】や【職場いじめ目撃から受けた影響】

のほかに【目撃者の職場いじめに対する価値観】も影響を与える。【目撃者の職場いじめに

対する価値観】は、目撃者のそれまでの社会経験や｛組織｝の特性などが密接に関連してお

り、個々の価値観として形成されていく。この価値観が【希望する対応策】とも密接に関連

するといえる。このように、【目撃者の行動の理由】は様々なところから影響を受け、最終

的に【目撃者・周囲の者の行動】として、｛被害者｝｛加害者｝｛組織｝に影響を与える。そ

の結果、｛被害者｝｛加害者｝｛組織｝の行動に変容をもたらし、最終的には｛職場いじめ｝

の発生に影響をもたらすといえる。

Ⅴ．考察

本研究の結果から、職場いじめ時に目撃者は様々な形の行動選択を行っていることが明ら

かとなった。職場いじめを目撃した者の行動としては、「直接的・間接的な加害者への同調」

「被害に対する消極的な対応」「被害者の苦境に理解を示す対応」「被害を止めるための積極

的な対応」「対応に対する迷い」の 5 つの中カテゴリーが形成された。Bloch はデンマーク

で行われたインタビュー調査から、目撃者が職場いじめに遭遇したときの対応を「（被害者

への）否定的行動」「（被害者の）話を聞く」「（被害者を）守るための介入」「内部告発」の

4 つに分類している 9。今回の研究結果も、「対応に対する迷い」以外は、同様の行動パター

ンが見出されており、Bloch の調査結果を支持するものといえる。「対応に対する迷い」の
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中でも、＜自分の目撃がいじめにあたるか周囲に確認する＞という行動は、今回新たに見出

された行動であった。これは、無視を目撃した場合に起こっていた。暴言など目に見えてわ

かりやすいじめ行為と比べて、無視などの人間関係の切り離しといういじめ行為は、証拠も

残りにくく、いじめだと断定しづらいことが理由のひとつであると考えられる。また、万が

一目撃者側がいじめだと感じても、被害者がそう感じていない場合、被害者に被害を確認す

る行為が逆に被害者を傷つけることにつながるのではないか、「被害者化」させてしまうの

ではないかという懸念が、この行為を生じさせるきっかけのひとつとなっていた。しかし、

無視という行為は、筆者らの研究では女性では他のいじめ行為に比べて精神健康度が悪化

しやすいという結果 7となっており、目撃者にとって介入しづらい職場いじめのほうが被害

者にとって精神健康に悪影響を及ぼしやすいという矛盾が生じているといえる。しかし、

Brousse らが行った職場いじめ被害者への調査では、被害者の半数が恥の感覚や自責感を

感じることを報告しており 10、そのために自ら援助を求める行動が低下しやすいと考えら

れる。被害者からの援助行動を待つだけでは、いじめという行為の特性上限界もある。よっ

て、目撃者の援助行動を引き出すことが職場いじめがエスカレートし、被害が拡大すること

を防ぐためにも重要であると考えられる。事実、今回の調査では多くの目撃者が実際に援助

を行ったり、援助を希望していた。このような目撃者の適切な援助行動を引き出すための対

策を行うことが、職場いじめを食い止めるための一つの鍵となるだろう。そのためには、職

場いじめの内容や断定のしづらさは介入を行うためのハードルとなりうること、職場いじ

めの内容によって目撃者の行動が変化することを考慮したうえで、労働者への心理教育を

行ったり、目撃者からの相談も受け付けるなど、職場での対策を柔軟に考えていくことが重

要である。

また、調査では、労働者個人が労働の一般的な法律などの知識や公的な支援機関などの存

在を知ることで、何か労働トラブルが起きたときに対処しやすくなるのではないかという

意見も示された。特に中小事業所では、社会資源の情報や社内でのサポートが不足している

こともあり、事業所内だけでは対応が行き詰ることも予想される。事業所外の社会資源を含

めた職場いじめに対する適切な知識を提供することも、労働者個人を守ることにつながる

といえるだろう。

本研究結果では職場いじめの影響は被害者だけでなく、目撃者にも気分や仕事のパフォ

ーマンスなど様々な影響を及ぼすことが明らかとなった。職場いじめは加害者－被害者間

だけでなく、周囲の人々の心身の健康や労働生産性にも影響することを事業所が認識し、積

極的な対応策をとることの必要性を発信していくことが大切である。

Ⅵ．研究の限界と今後の課題

本研究では目撃者の視点から職場いじめのプロセスを検討し、職場いじめのプロセスの

一端を明らかにすることができた。これをふまえて、職場での予防策のあり方や、労働者に

必要な情報提供のあり方を検討できたことは意味があるといえる。しかし、対象者数が少な
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く、プロセスの全容を明らかにはできなかったことは本研究の課題である。また、職場いじ

め行為は目撃者だけでなく、加害者、被害者、組織のあり方など様々な要因が影響する現象

である。今後は、様々な立場からの調査を通して、より深い職場いじめのプロセスを検討す

ることが必要であろう。このプロセスを明らかにすることは、職場いじめの予防を行ってい

くうえで重要な知見となると考えられる。
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