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特集論文（『社会分析』38 号, 2011, 99～116 頁） 

「感情資本主義」の進展

―ビジネスパーソンのメンタル

ヘルスケアにみる感情管理―

山田 陽子 

1．はじめに 

 近年の日本社会では、過労自殺やうつ病が社会問題になるとともに、ビジネス

パーソンのメンタルヘルスケアに対する関心も高まっている。うつ病などの精神

障害による労働災害補償保険は請求件数・支給決定件数ともに増加しており、7

割以上の企業で「心の病」による「1 ヶ月以上の休業者」が存在している（厚生

労働省, 2010; 社会経済性本部, 2006）。事業主には従業員の身体的健康のみならず

メンタル面での健康や安全にも配慮する義務が課せられるようになった（厚生労

働省, 2006）。実際にメンタルヘルスケアに取り組む事業主も増えており（日本生

産性本部, 2010）、被用者の側を見ても運動方針にメンタルヘルスケアを掲げる労

働組合も過半数を占めるに至っている（社会経済性本部, 2005）。 

ビジネスパーソン自身によるセルフケア、上司や管理職によるラインケア、専

門家によるケア、労働組合によるメンタルヘルス啓蒙、メンタルヘルス関連法規

の整備、メンタルヘルス関連の労災補償など、個人レベルから中間集団、企業、

政策に至る幅広さでビジネスパーソンのメンタルヘルスケアが注視されている。

いいかえれば、合理性、効率性、契約、交換、公正といった政治経済的論理が支

配的であった「仕事」や「職場」という領域において、個々人の精神状態や感情、

人間関係など、非合理でパーソナルなものに社会的関心が向けられている。

従来、狂気や精神疾患の医療化に関する研究や（Conrad and Schneider, 1992）、

心理主義化論（森, 2000）、E.メイヨー等の人間関係学派による感情と職務上のパ
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フォーマンスに関する議論等が行われている。だが、ビジネスパーソンのメンタ

ルヘルスに特化した社会学的分析は十分に展開されていない（山田, 2008）。 

したがって本論では、現代人の感情を取り巻く医療と産業、文化の結節点とし

てビジネスパーソンのメンタルケアを社会学の観点から捉えなおす。その際、エ

ヴァ・イルーズの「感情資本主義」という概念を支えにする。イルーズは、感情

を資本主義やモダニティの主役に据えることによって、「非感情的な公的領域／

感情に満たされた私的領域」という従来の「公/私」の分割軸に揺さぶりをかける。

近年、経済的関係がますますエモーショナルなものとなる一方で、親密な関係が

売買契約や交換、公正といった経済的政治的モデルによって規定されるようにな

るプロセスが進行しており、これをイルーズは「感情資本主義 (emotional 

capitalism)」とみなす(Illouz, 2007: 5, 2008: 60)。この観点からは様々な分析される

べきテーマが想起されるが、本論では以下の点について明らかにする。 

すなわち、合理性や効率性が求められる「職場」という領域において、非合理

で効率的ではない個々人の感情コントロールがどのように行われるのか。ビジネ

スパーソンの感情の周囲には、どのような専門職が存在するのか。どのような枠

組みによってビジネスパーソンの感情が解釈・操作されるのか。組織的な感情コ

ントロールはどのように行われるのか。現代資本主義社会において感情と効率性

がどのようにして結び付けられるのか。「効率的に業務を遂行すること」と「感

情に向き合うこと」がどのようにして両立するのか、あるいは「効率的であるた

めにこそ感情を利用する」ということの具体的様相とはどのようなものか。 

分析対象としてはビジネスパーソンのメンタルヘルスケアを提供する関係者へ

のインタビューや講演、参与観察などで得た内容を用いる 1)。 

 

2. ビジネスパーソンのメンタルヘルスをめぐる専門職 

 

2-1. 産業医 

ビジネスパーソンのメンタルヘルスの周辺には、様々な専門職が存在している。

厚生労働省の示す「４つのケア」では、産業医、衛生管理者・衛生推進者・安全

衛生推進者、保健師・看護師、産業カウンセラー、臨床心理士、人事労務管理ス

タッフ、EA コンサルタントが挙がっている。それぞれの専門職がそれぞれの観
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点からビジネスパーソンのメンタルヘルスに携わるが、その役割を政府から も

期待されているのは産業医である。 

労働時間が長くなると不眠やうつ病を引き起こし、ひいては自殺につながると

の認識から、事業者は「一月に 100 時間を超える時間外労働を行ない、疲労の蓄

積が認められる労働者」を対象として、本人の申し出により、医師による面接指

導を実施すると定められている（改正労働安全衛生法 第 66 条の 8）。また、う

つ病などで休職した者の復職判定には必ず産業医が関与することが定められてお

り、産業医は休職者と管理職や人事担当者を交えた面談の場を設定してサポート

にあたる（厚生労働省, 2004）。 

専門職としての医師の社会的地位や威信は高く、「癒すという行為の象徴であっ

て、その権威は他の全ての治癒職種に優っている」（Freidson, 1970＝1992: 15）と

いうが、産業保健の領域においてもそれは同様である。他の専門職と比して産業

医の優位性は確保されており、産業医はメンタルヘルスケアを行う産業保健の専

門職集団のヒエラルキーの頂点にいる。 

しかしながら、その絶対数の不足や安全衛生法上の選任条件、産業医の専門領

域の問題、企業側の姿勢などから、十分に機能しているとは言い難い面もある（重

松, 2007; 柳川, 2007）。産業医科大学学長（2007 年当時）の重松によれば、現場

での産業医の不足から、近年、入学定員を 20 名ずつ純増させているが、供給が間

に合わない状態であるという。また、安全衛生法 13 条では 50 人以上の労働者を

使用する事業場では産業医を選任すると定められているが、これは裏を返せば、

50 人以下の事業場では産業医を選任しなくてもかまわないということである（保

原, 2006）。ある程度の規模以上の企業でないと専属の産業医がおらず、産業保健

スタッフが全くいないという事業場も珍しくない。 

さらに、産業医はもともと内科を専門とする者が多く、精神疾患の対応には熱

心でないことが少なくない。これは従来の産業保健では身体的健康についての検

診や診察が中心だったことに起因する。休職者の復職判定の際にも、産業医が内

科を専門とする者であると、問題を抱えたビジネスパーソン当人の主治医が精神

科医だった場合、そちらの診断（たとえば、鬱病で職場復帰はまだ難しいなど）

を優先させることが見受けられる。内科と精神科という専門を異にする医師間の

綱引きが産業保健の場において生じている。 
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産業医は、事業所内の診療所に常駐して職場の巡回を頻繁にしている場合もあ

れば、開業医が産業医として事業所と契約し、健康診断時にサインをするだけの

場合もある。いわば産業医の存在が有名無実化しているのだが、これには企業側

の姿勢―たとえば何かあった場合に、企業コンプライアンスで窓口を置いている

ことさえ示すことができればそれで良いというスタンス―も関わっている。 

 

2-2. EAP、産業カウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉士 

フリードソンによれば、「医療の内部には、多様な仕事領域への統括権と支配権

をめぐって互いに闘争を繰り広げる複数の党派が存在する」（Freidson, 1970＝

1992: 16）。「ビジネスパーソンのメンタルヘルスケア」という近年開拓が進むフ

ロンティアでは、領土をめぐって複数のメンタルヘルス系の専門職が乱立してい

る。というのも、メンタルヘルスケアとして行われている内容には治療や医学的

処置が必要ないもの、医療とは異なる水準のものが数多く含まれており、様々な

職種がメンタルヘルスケアに参入する余地があるためである。 

現状のメンタルヘルスケアでは、本人のセルフケアと上司や管理職によるライ

ンケア、専門家によるケアという複線的なケアがある。ケアの対象となるのも、

うつ病などの疾患で医学的治療が必要なレベルから、職場や家庭などで日々感じ

るストレスをカウンセリングやセルフケアで軽減させれば対応可能なレベルのも

のまでが範疇に入る。それゆえ、比較的軽微な問題であれば本人を対象としてス

トレスマネジメント方法やアサーショントレーニング（人間関係に波風を立てな

い自己主張方法の訓練）について研修をしたり、上司や管理職を対象として部下

への対応についてコンサルテーションを行ったり、長期化しそうな場合は専門医

を紹介すること等で足りる（それで十分か、そうすべきかは別の問題として）。こ

れらは医療行為ではないため、医師免許を保持する者によらずともかまわない。 

医師以外のメンタルヘルス関連の専門職として、日本では一般に、臨床心理士、

精神保健福祉士、産業カウンセラー等がある。これらのうち、どれがビジネスパ

ーソンのメンタルケア領域で主要な地位を占めることになったとしても、「セカン

ドオーダーの観察」（N.Luhmann）という観点から見れば、それは遇有的なことで

ある。ここでの主な関心は、各専門職の能力や役割を評価することではない。 

現在、日本のビジネスパーソンのメンタルケア領域において、種々の専門職の
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隙間を縫うようにして成長を遂げているのは EAP（Employee Assistance Programs, 

従業員支援プログラム）を専門に扱う民間会社（EAP プロバイダ―）である。EAP

とは、職場の人間関係や職場環境のストレス、リストラ、セクハラ、パワハラ、

アルコール依存や薬物依存など、職務の遂行を阻害するような何らかの問題を抱

える従業員に対するアセスメント、短期カウンセリング、専門医への紹介サービ

スなどを行うプログラムである（Mashi, 2007a: 5, 2007b: 5）。従業員自らが相談に

訪れることもあれば（セルフ・リファー）、上司から紹介される場合もある（マネ

ジメント・リファー）。企業が自社内に EAP の専門家を置く場合（内部 EAP）も

あれば、社外の EAP 会社と契約して業務委託する場合もある（外部 EAP）。外部

EAP の場合、当の企業は自社の従業員のメンタルヘルスケアを EAP 会社にアウ

トソーシングしているかたちになる。 

アメリカでは 2 万を超える EAP 会社が存在しており、EAP 加入者は 2002 年の

時点で 8020 万人である。日本では EAP に関する一般的な認知度はまだ高くない

が、首都圏や関西圏などの大都市圏を中心に急速な広まりを見せている。 

EA コンサルタントがその他のメンタルケア専門職と自らとの違いを語るロジ

ックは次のようなものである。すなわち、「産業カウンセラーは産業場面に慣れて

いて、相談者の話を聞く訓練はできているが、精神疾患に関する知識に乏しく、

アセスメントや危機介入を任せられない。一方、臨床心理士は精神疾患に関する

知識があり、アセスメントや危機介入の経験はあるが、産業場面や労働衛生に関

する知識や経験に乏しい。精神保健福祉士は病院や施設で雇用されており、EAP

の枠に入ってくる人がいない。しかしながら、EA コンサルタントならば精神疾

患に関する知識や経験も、産業・労働衛生に関する知識や経験の双方がある」（市

川, 2007; 市川, 2004: 122-123）。こうした言明は、慎重論はあれ、行政や産業医の

側にもある程度まで受け入れられている（柳川, 2007: 19）。 

すなわち、EAP は「産業場面に特有のカウンセリングサービスというものがあ

って、自分たちはそれを提供できる」というかたちで自らと他のメンタルケア職

との差別化を図っている。それでは一体、産業場面に特化したメンタルケアとは

どのようなものなのだろうか。換言すれば、職場という領域において、どのよう

な種類の感情がケアの対象とされ、専門的介入が行われるのか。次節では、EAP

の基本的考え方やビジネスパーソンのメンタルヘルスケアの実際について観察す
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ることにより、ビジネスパーソンの組織的・制度的な感情コントロールがどのよ

うに行われるのかについて記述する。そのことを通して、私たちは資本主義がど

のように感情を利用するのか、公的領域において効率性と感情が結合するプロセ

スについて知ることになるだろう。 

 

3. 拡大するメンタルヘルスケア市場 

 

3-1. 新規参入 

EAP は、1980 年代のアメリカで開発・設計された 2) 3)。1997 年のフォーチュン

誌に記載されている上位 500 社の内、EAP を導入している企業は約 95％に及んで

おり、90％は外部 EAP である。アメリカには、EAP 会社を認証する組織として

EASNA（Employee Assistance Society of North America）があり、EAP コンサルタ

ントの資格認定団体として EAPA（Employee Assistance Professionals Association；

国際 EAP 協会）がある。EAPA は CEAP（認定 EAP プロフェッショナル）の認定

や、「EAP 会社は何をすべきか」を細かく定めた「EAP コア・テクノロジー」を

規定する。外部評価機構として COA（Council on Accreditation）が EAP の審査に

携わる。すなわち、アメリカでは EAP が一つの産業として確立しており、それを

専門に扱う民間会社が数多く存在し、従業員のメンタルヘルスケアのアウトソー

シングが進んでいる。また、認証機構や職能団体の組織化、外部機関からの評価

などによって専門職としての質と地位を確保している。 

一方、日本における EAP の歩みを振り返れば、1980 年代に一度、職場のアル

コール依存対策として紹介されたことがあるが、当時は定着しなかった。1996 年

に通信機器メーカー・モトローラの日本法人が EAP を導入し、この時、EAP が

日本で初めて機能したとされる。1998 年に日本 EAP 協会が設立され、2000 年 7

月には国際 EAP 協会の正式支部として承認された。2007 年現在、日本 EAP 協会

の会員数は 120 名、日本国内における EAP 会社は約 50 社である。ただし、EAP

のコア・テクノロジーを包括的に提供している日本の EAP 会社は 10 社足らずで

あり、残りの 40 社は従来からある人事コンサルティングや健康診断の付加サービ

スとしてストレスマネジメント研修やカウンセリングなどを実施し、それを EAP

と称しているにすぎない（市川, 2007: 31; 市川, 2004: 33）。日本では、「EAP 会社
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を設立するための規定っていうのがまったくないんですね」（A さん）。 

フリードソンによれば、専門職の要件は「自律性（autonomy）」である（Freidson, 

1970＝1992: 124）。「免許制（licensure）」を通して名称や業務を独占すること、職

務内容に対して他からの指示を受けず、統御権を持つのが専門職である。この観

点からすれば、アメリカの EAP は資格やコア・テクノロジー、第三者評価等によ

って専門職としての自律性を保っているが、日本の EAP には資格制度もなく、職

務の範囲も不明瞭であり、一般への認知度も高くない。専門職としての自律性が

確保されておらず、新規参入の壁も低い 4)。 

 

3-2. 生産性の維持・向上のための感情管理 

EAP は一般的なカウンセリングや電話相談とは異なり、従業員の業績や生産

性の維持・向上を目的とするプログラムである（市川, 2004: 56-57）。つまり、「メ

ンタルヘルスは病気の治療に焦点を絞っているが、EAP は従業員の生産性や業績

に焦点を絞っている」（ibid.: 58）。職場における生産性の維持・向上が主眼となる

ため、疾患になる手前の段階、基本的には健康だが過重労働や職場の人間関係、

家族の介護や育児などでストレスを感じているという段階での介入がなされる。 

  

A さん:セルフリファー、セルフケアの部分で言うと、上司とウマが合わないで

すとか、あとはそうですねぇ、仕事が忙しくてワークライフバランス

がうまく取れないんですとか。いわゆる EAP でイメージされるメンタ

ル疾患、重いケースはもちろんゼロではないんです、たくさんありま

すけれども。もともとは企業で活躍されてらっしゃる方が大前提なの

で。 

インタビュアー：ちょっとストレス、という場合に？ 

 A さん：そうですね。極力そのステージで使っていただくことをお願いしてい

ます。はい。 

インタビュアー：生産性の向上というところ、一番の肝はそこにあるんですか？ 

A さん：ええ、はい（力強く）。そうですね、おっしゃるとおりです。（中略）

100 の力を持っている人は 100 の力かそれ以上を発揮してもらいまし

ょう、元気に活躍してもらいましょう、というのが一番の大義です。
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（中略）EAP のもともとの主眼としては、メンタル疾患の方のケア、

というだけではなくて、職場自体の全体の生産性の維持向上という大

きな大義があるので、それを助けるためのコミュニケーションスキル

の研修ですとか。 

 

職場の人間関係の軋轢、職場環境の変化、育児、家族の介護などで遅刻や早退、

欠勤が増えたり仕事に集中できない状況が生じると、業績や生産性が落ちる。そ

の時、EAP コンサルタントは、当該のビジネスパーソンに対してセルフケアの方

法や上司や同僚とのコミュニケーションのとり方等についてアドバイスする。そ

の際に用いられる技法は、ストレスマネジメントやリラクゼーション法、アサー

ショントレーニングなどである。 

 

3-3. 管理職による感情管理、専門職による感情管理 

生産性の維持・向上という目的遂行のため、EAP はビジネスパーソン本人の相

談に応じるだけではなく、上司や管理職に対するコンサルテーションや組織への

働きかけも行う。E 社では、「ラインの方からの相談が多いです。人事の方とか管

理職の方から、従業員の方に関するご相談が多い」。相談内容も、「欠勤が続く部

下がいる」、「部下同士が不仲でどうしようもない」など様々であり、「必ずしも、

うつで休んでいるとか、いわゆるメンタル疾患に限らない」（A さん）。 

職場に気になる部下がいる場合、ラインケアを機能させるために、EA コンサ

ルタントは「上司が部下への対応について相談できる窓口」となる。上司にコン

サルテーションすることを通じて、部下が相談に来るように促し、うつ病の早期

発見やパフォーマンスレベルの深刻な低下を防ぐ。また、特定の職場から同じよ

うな相談がたくさん出てくる場合は、個人の問題というよりも組織の問題と考え、

管理職に対してヒアリングやコーチングを行う。EAP には「組織へのアプローチ

があるというのが[単なる個別カウンセリングとの]大きな違いですね」（A さん）。 

管理職へのコンサルテーションにニーズが生じる背景には、職場のうつ病罹患

や自殺が社会問題化する中で、管理職が業務の采配や進行状況の管理監督だけで

はなく、部下の心の健康管理にまで目を向けるよう求められていることがある。

職場におけるストレッサーの同定とその除去、「いつもと様子の違う部下」の把握、
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部下からの悩み相談に応じること、メンタルヘルス不全で休職した部下の職場復

帰のサポート体制を整えることなどは、いまや管理職の日常業務の一部となった

（厚生労働省, 2006）。「デキる上司」であろうとすれば、部下の話を「傾聴」し、

共感的な態度でありのままを「受容」するカウンセリングマインドが欠かせない。

モチベーション、ハイ・パフォーマンス、人格の成長、自己実現、コミュニケー

ション、他者理解、アサーティブネス、相互尊重、ストレスコントロール、怒り

やネガティブな感情の抑制など、大衆化された心理学用語を用いてビジョンを語

るほうが「有能」な上司像を呈示できる。 

さらに言えば、こうした動きは企業内だけで生じたことではない。より大きな

社会全体の動きの中で生起したことである。ポストモダンの社会における仕事意

識について調査を行っている渡辺によれば、近年、仕事を自己実現の手段と捉え

る「自己実現至上主義」が定着しており、その傾向はとりわけホワイトカラー層

や専門職層において強い（渡辺, 2008）。さらに、｢国民生活に関する世論調査｣で

は、「どのような仕事が理想的だと思うか」という問いに対して、首位は「収入が

安定している仕事」だったものの、僅差で「自分にとって楽しい仕事」「自分の専

門知識や能力が生かせる仕事」との回答が続く。自分の能力や知識を活かすこと

ができ、自分が輝ける仕事を求める傾向は大都市圏ほど高い（内閣府, 2010）。つ

まり、「労働からの解放ではなく、労働によって満たされる」（Rose, 1999: 104）

ことが人々の願いであり、充実感や満足感を得る仕事術のセミナーや勉強会も

諸々開催されている（山田, 2010）。 

仕事を自己実現の手段とみなす趨勢、大衆化された心理学的知識によって職業

人としての自己を語ったり人間関係や職場環境を観察したりすることの一般化、

そして過労自殺の社会問題化。EAP はその商機を見逃さなかった。 

 

3-4. 「交渉された秩序」による感情管理 

大企業の場合、すでに産業医や相談窓口が置かれていることが多く、その補完

として EAP が位置づけられることが多い。過重労働防止のための面接は産業医が

行うと定められているが、産業医が不足している場合は EA コンサルタントが面

接を行うこともあり、産業医と EA コンサルタントとの業務分担は明確ではない。

小さい企業ほど産業医がいないことも珍しくないため、EAP 会社が顧客企業の従
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業員のメンタルヘルスケアの中心的役割を担う。 

産業医やその他の産業保健スタッフと EAP 会社との役割分担についても、契約

企業それぞれで異なる。外部 EAP の場合、顧客企業の内部事情を知ることにもな

るため、事業場内の産業医と外部 EA コンサルタントが連携する際には必ず人事

を通す方針の企業もあれば、直接やり取りをしても頓着しない企業もある。また、

相談に来た従業員に精神科医や心療内科医を紹介する際にも、産業医のネットワ

ークを活用する方針の企業もあれば、外部 EA コンサルタントの人脈で紹介して

良いという企業もあり、千差万別である。 

EA コンサルタントは精神疾患の治療を行うものではないが、疾患に関する知

識や対応が求められる。「EAP のコア・テクノロジーをみると、治療という言葉

はありません。EAP は医療行為に代替するものではありません。EAP に求められ

ているのは EAP 専門家としてのスキルの一つとして医療関係者の方々と同じ言

語が話せるということです」（市川, 2007: 31）。 

産業医や主治医と EA コンサルタント、企業の人事関係者との関係性には「交

渉された秩序（negotiated order）」（Strauss, 1963）が見出される。それは静的で不

動のヒエラルキーというよりも、臨機応変なものである。それぞれの立場によっ

てメンタルヘルスケアに対する考えや目的が異なるため、相応の緊張をはらむ。 

 

4. メンタルヘルスケアにおけるリスク思考 

 

4-1. 「不適切な感情」の発見と無毒化 

E 社が催すストレスマネジメントの研修会では、参加者全員に対してストレス

診断が実施される。「職業性ストレス簡易調査票」や「労働者の疲労蓄積自己診断

チェックリスト」などの評価票では、初めに、仕事の量、時間、職場の人間関係、

働き甲斐など仕事に関する状況について振り返り、次に、怒り、イライラ、不安、

落ち着かない、集中できない、憂鬱、頭痛、首や肩の凝り、胃腸の具合、食欲、

不眠、疲れやすさといった精神面と身体面の状況について自己点検する。そして、

上司や家族がどのくらい頼りになるか、悩みを聴いてくれるかどうかといったサ

ポート度などを振り返り、 後に総合してストレスの程度について診断する。 

これらの評価票を用いる目的は、「個人のアウェネスを高める。これはチェック
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に答えていただいたからといってストレス耐性が上がるわけではなくて、ご自身

の現状把握をしていただくということが主眼です」（A さん）。 

ストレス診断を通して、イライラや怒り、不安、憂鬱などの感情は、「不適切な

感情（Misfitting Feeling）」（Hochschild, 1983: 63-68=2000: 72-78）という地位を与

えられる。調査票によって明るみになった「不適切な感情」は、本人によるリラ

クゼーション法の実施やコミュニケーションスキルの実践、管理職や社内外の専

門家によるケアなど、幾重ものメンタルヘルスケアのネットワークの中で無毒化

され、「適切な感情」―明るく快活に、何事も前向きに捉える―へと変容させら

れる。それでも十分でない場合は社外のクリニックへ振り分けられる。 

 

A さん：コミュニケーションスキルというのがやはり求められますので。アサー

ションとか、あとはポジティブ・シンキングですね。マイナス思考にな

らずに、プラスのイメージを持ちながら働きましょう、と。（中略） 

    治療が必要な傷病休職の方の対応ということになると、私どもの場合は

提携先という形で医療へつなげたり、と。そんなことをしています。 

 

近年のメンタルヘルスケア一般で特徴的なのは、リスク思考である。自殺は、

「覚悟の上の自殺」や「自由意志による死」ではなく、「避けられる死（avoidable 

death）」、適切な対応をすれば「予防可能な死因」（本橋・渡邉, 2005: 20）である

との認識が一般化している。この枠組みでは、うつ病は自殺を引き起こす 大の

リスクファクターとして位置付けられており、それゆえ、厚生労働省が主導する

自殺予防対策ではうつ病対策に焦点が絞られている（ibid.: 61）。産業保健の領域

においても、こうした認識枠組みは踏襲されている。E 社では、初回インテーク

面接の際に「ベックのうつ病評価尺度」を用いてうつ病のスクリーニングを行う。

うつ病リスクが高い場合はさらに面接を行ない、今度は自殺リスクを測定する。 

N.ローズによれば、1990 年代までに精神医療の専門家たちの職務は治療的なも

の（therapeutic）よりも管理運営的なもの（administrative）へと変化した。管理運

営的とは、ある人物の抱えるリスクを計測し、将来の行動を予測してケアないし

はコントロールすることで社会の安全を保つという意味である。ケアとコントロ

ールはリスクという概念を通じて結び付く（Rose, 2002）。「不適切な感情」の発
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見はその 初の一歩である。 

 

4-2. リスク管理の失敗 

管理職や専門家によるケアでは、「いつもと様子が違う部下」が特段のモニタリ

ング対象となる。中央労働災害防止協会によれば、遅刻・早退・欠勤の増加、無

断欠勤、仕事の能率低下、思考力や判断力の低下、職場での会話がなくなる、表

情や動作に活気がない、ミスや事故が目立つ、衣服の乱れ、不潔などが該当する。 

こうした「いつもと違う」様子は、外面的な行為や身体面での特徴が挙がって

いるが、これは現在のメンタルヘルスケアでは「心の不調で早期にでる症状は、

実は心の症状より身体の症状である」（鈴木, 2005: 236）との認識が主流であるこ

とに由来する。精神科産業医の鈴木によれば、「眠れない、食べられない、疲れや

すい」という「3 つの“い”」の症状が 2 週間以上続く場合、うつ病を疑うという。 

身体や外面的ふるまいのモニタリングを通して当人の感情状態を推察し、うつ

病罹患や自殺のリスクを予測してケア・管理するということだが、この場合、自

覚的に「表層演技」（Hochschild,1983: 37-38＝2000: 41-43）や「パッシング」（Goffman, 

1986）をするビジネスパーソンのことは把握できない。評価尺度を用いて計測を

試みても同様である。結局、人の内面は誰にもわからないのでリスク管理は失敗

する。 

 

4-3. 投資としてのメンタルヘルスケア 

EAP には、カウンセリングやストレスケアなどの医療的支援系と、組織・個人

のモチベーション向上や人材・組織開発という人事戦略系とに大別できる（市川, 

2004: 34-35）。EA コンサルタントは、心理療法の知識やスキルを持つとともに、

人的管理や組織コンサルテーションの知識やスキルも併せ持つ（ibid.: 46）。 

EAP の開発設計者であるマッシー教授のマッシー・リサーチ・コンサルタント

社の顧客名簿には、ファイザー、IBM、メルリリンチ、トヨタ自動車、レッドソ

ックスといった数多くの企業が名を連ねている。E 社の顧客企業は約 60 社であり

（2007 年当時）、顧客企業の規模は数千名から百名程度のものまで様々で、外資

系もあれば国内企業もある。顧客企業の業種も、製造業やシンクタンク、IT 系企

業など多様であり、偏りやトレンドはない。 
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EAP 会社は私企業であるため、商品としてメンタルヘルスケアのプログラムを

顧客企業に提供する。それゆえ、メンタルヘルスケアは善意のボランティアでは

なくて利潤を生むサービスである。EAP会社は、顧客に自社の商品を売り込む際、

顧客企業の人事に対して EAP を導入した場合の費用対効果を示す。EAP の一般

的な料金は、従業員一人あたり年間 2000 円から 4000 円で、従業員 200 人の企業

なら年間 60 万円程度になる。提供されるサービスは各社によるが、8 回前後の対

面カウンセリングが含まれるのが一般的である。ストレスマネジメントなどの各

種研修は別料金で、1 回 2～3 時間の研修会で 10 万～30 万円程度が相場である

（ibid.: 214-215）。 

EAP 会社は顧客企業に対して、人事戦略として EAP を導入した場合にこれらの

料金を支払ってもペイするということを説得する。その時、自殺やうつ病罹患、

労働条件に対する不満、職場の人間関係上の摩擦、イライラや怒り等、ビジネス

パーソン当人の心身の健康上のリスクであったものが、企業経営にとってのリス

クという意味を帯びることになる。すなわち、ビジネスパーソンの感情コントロ

ールがうまくいかないというリスクは、経営側から見れば会社にとってのリスク

でありコストでもある。つまり、仮に一人のビジネスパーソンがうつ病で休職し

た場合、医療費や傷病手当金などの補償費用のほか、休職中の本人の給料の補填、

穴埋めにあたる人材の人件費や教育費、周囲の従業員のモラールの低下、風評被

害、離職した場合の新規採用にかかる費用、対応に当たる管理職の時間的物理的

な費用などのコストがかかるとされ、そのコストは事業主にとってはリスクとし

て認識されることになる。 

したがって、経営側にとって従業員のメンタルヘルスケアとはリスクマネジメ

ントであり経営コストの抑制を意味している。それゆえ、EAP 会社のセールスト

ークではメンタル不全＝リスク＝コストをできるだけ抑制するために、EAP を導

入して従業員のメンタルヘルスに配慮し、感情のコントロールを的確に遂行して

いくことで企業全体の生産性の向上と収益につなげるという話が展開される。 

 

A さん：EAP の場合は、 終的にご契約者様は企業様ですから、ご相談の中で、

これは本人のリスクだけではなくて、放置すると会社のリスクに当たる

よ、と。そういうことにまで対応していくのがやっぱり違いですかね。 
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また、過重労働や仕事の裁量性の低さなど、職務上の困り事があっても、それ

を人事や管理職に言い出せないビジネスパーソンも多い。そうした場合、EAP コ

ンサルタントは、当該企業の労働条件に直接的な口出しはせず、上司や管理職へ

の話の切りだし方や相談の持ちかけ方について助言する。場合によっては本人の

許可を得た上で、人事や管理職とともに相談に応じる。 

 

A さん：仕事が集中している従業員の方からご相談があった時には、やはりその、

労働環境の部分については、EAP は変えることができないので。そこは

うまく、「じゃ、誰と誰に関わってもらいましょう」と。「じゃぁこうい

う言い方してみましょうか」というようなことを（提案する）。基本はま

ぁ本人で解決してもらう方向ですけれども。そういった特に労働環境の

部分、その場合は巻き込んで、人事の方とか管理職の方に積極的に入っ

ていただくようにお願いしています。 

 

こうすることによって、当の問題が根本的に解決するかは定かではない。おそら

く、実際的な問題解決が重要なのではなく、経営側が「話を受け止めた」という

形式が整うこと、ビジネスパーソンが「自分の話を受け止めてもらえた」と感じ

る場を創出すること、つまり EAP がガス抜きの作用を果たすことが重要なのであ

ろう。従来は組合による団体交渉が行われていたが、現在は個別の訴訟が多い。

過労自殺で訴訟になれば、経営側は 1 億円以上の賠償金を支払うこともある。訴

訟や内部告発による風評被害を防ぐことができるなら、EAP 導入のコストなど

微々たるものだと考える企業は珍しくない。マッシーによれば、EAP は従業員の

ための福利厚生ではなく経営戦略の一手段である。「企業には、投資と位置づける

ように指導している。EAP は福利厚生ではなく、投資である」（Masi, 2007a）。 

 

5. むすびにかえて 

本論では、ビジネスパーソンのメンタルヘルスケアにおける感情管理について

検討してきた。イルーズによれば、感情資本主義社会における感情は、企業や家

庭において心理学的モデルのもとに考慮され、表現され、議論され、話され、交
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渉され、正当化される対象となる。感情は具体的な関係や状況において惹起され

るものであるが、近年有力な「コミュニケーション」モデルは、怒りやフラスト

レーションなどの感情のダイナミクスや当該の関係性をニュートラルなものにす

る発話手続きにそれらを従属させる一方、その感情が表現されたというまさにそ

の事実によってその感情には絶対的な正当性があるとみなす感情主義

（emotivism）を強化する（Illouz, 2007: 36-37）。 

職場におけるビジネスパーソンの感情は、上から一方的に抑圧されたり、 初

から無かったことにされたりするのではない。むしろ、ストレス評価票などによ

って、明確に自覚化することが推奨される。そして、その感情がどこから来てい

るのか、労働条件や職場の状況、対人関係、家庭環境、サポートの有無といった

諸条件との関連で客観的に振り返る。具体的な状況から引き離して感情について

検討する中でイライラや怒りの感情を認識し、コミュニケーションにおいて感情

的にならずにその感情を表現し、必要があれば周囲の人や専門家に相談する。こ

のような流れの中で、ビジネスパーソンの感情は高い生産性を維持する感情状態

の鋳型―たとえば、明るく快活に前向きに職務に邁進する―に流し込まれていく。 

EAP 会社が契約するのは顧客企業の経営側であり、人事戦略あるいは経営判断

上必要なリスクマネジメントとして従業員の感情コントロールを行う側面は否定

できない。それを企業による不当な感情コントロールだと批判することはたやす

いが、一筋縄でいかないのは、雇用される側、労働組合や個々のビジネスパーソ

ンの側も感情コントロールのノウハウを求めているように思われる点である。感

情に敏感な文化にあって感情をうまくコントロールできないこと、仕事を効率的

に進められないことはビジネスパーソンにとって自己実現の阻害と感じられる。

メンタルヘルス不全＝リスク＝コストの管理は経営上の課題であると同時に、雇

用される側から見れば自己実現や自己認識に係る事柄でもある。この点において、

リスクという概念を介して労使が結託する。 

現代人は感情に敏感な文化に生きており、職場に限らず日常生活のあらゆる場

面で感情管理を行っている。そこでは、感情それ自体の商品化と感情を管理する

ための知の商品化が生じる（山田, 2007: 11-14）。EAP はそうした文化的潮流が

産業領域に波及したものとして位置づけることも可能であろう。 

EAP は公的医療保険の存在しないアメリカにおいて、私的な企業福祉の一種と
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して発展してきた。日本の現状を見れば、半ばなし崩し的に公的機関の示す「産

業保健スタッフ」の一員として EAP が数えられるようになりつつあるが、国家が

責任を持って精神障害等の労働災害の補償を行い、その予防に努めるのか、ある

いは民間企業の自由競争にそれらを任せるのかでは描かれる社会像が全く異なる。

リスク=コスト削減のためのケアが推進されるならば、どういうことになるのだ

ろうか。日本における EAP の「黎明期」と言われる現在、その影響力はさほど大

きくないし、大方の関係者は「便利だから使っている」という程度の認識かもし

れない。しかしながら、今、大きな分岐点に立っているのではないか。 

そもそもなぜ職場や家庭で感情の管理がこれほど大きな課題となるのか。ビジ

ネスパーソンのメンタルヘルスケアを定点としつつ、公的領域の感情化と私的領

域の合理化（Illouz, 2008）、親密圏におけるケアの空洞化（Hochschild, 2003）とい

った現象について検討を加えていきたい。 

 

【付記】本論は、平成 19～22 年度文部科学省科学研究費補助金・若手（B）（「個

人化する社会における新たなる社会的連帯の構築に関する研究―労働問題の心理

学化」）の研究成果の一部である。インタビューや資料収集に協力してくださった

方々に感謝申し上げる。 

 

注 

1) 本論で用いた一次資料は次の通りである。「平成 18 年度こころの健康づくり関係

職員研修」（2007 年 1～2 月、広島県立総合精神保健福祉センター）において自殺

対策やメンタルヘルスに関する現場の動向について精神科医や産業保健スタッフ

から聴いた内容。過労自殺者の遺書の展覧会「私のなかで今、生きているあなた」

（2007 年、大阪）において「働く者のメンタルヘルス相談室」設置の経緯や相談

内容の傾向などについて代表者に聴いた内容。EAP の E 社東京本社にて幹部社員に

１時間半程度行ったインタビュー（2007 年 8 月）の内容。『職場のメンタルヘルス

対策講演会』（2007 年 9 月）における.マッシー教授の講演や発言、精神科医、精神

科産業医、中央労働災害防止協会メンタルヘルス推進センター所長、EAP 会社役員、

一部上場企業の人事労務部門幹部等の報告や発言。 

2) EAP の前史は、1940 年代にアルコール依存が社会問題化した頃にさかのぼる。 

3) 開発設計者の D.マッシー（メリーランド大学教授, Ph.D）は、CEAP（EAP プロフ

ェッショナル）、MSW（医療ソーシャルワーカー）、LCSW-C（認定ソーシャルワー
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カー）の資格を有する。 

4) E 社は日本 EAP 協会とともに EAPA のコア・テクノロジーの日本語版を作成し、

日本における EAP 専門職の基盤を整えようとしている。 
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