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組織における違反と職業威信
ー有職者を対象としたサンプリング調査からー
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本研究では，組織における違反の背景に職業威信を位置づけ，職場風土，職業属性，個人属性と合わせ
て関連を検討することを目的としている．サンプリングによって抽出した 501 人の成人男女の回答を分析
した結果，不正かばいあいの違反経験は，違反を抑制する雰囲気のある職場であるほど少なくなっていた．
その一方，自分の職業について社会的責任が高いと考えている回答者ほど，違反を経験する傾向のあるこ
とが明らかとなった．
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1.

職業威信

自尊心 職業的スティグマ

問題

近年の日本社会では，職業人としてのモラルが問われ
る事件が頻発しているが，これには職場の風土だけでな
く，働く成員自身の職業意識も背後要因として存在して
いると考えられる．中でも，自分の職業についてどの程
度誇りを感じているかという「職業威信」は，職場の雰
囲気や私欲から生じる様々な違反行為を抑制するものと
推測される．そこで本研究では，有職の成人男女を対象
としたサンプリング調査を行い，職業威信と職場での違
反行動との関連について分析する．
職場における違反の問題は職場の属性や風土に大きく
影響をうけている．たとえば上瀬・宮本・鎌田・岡本
(2003)1 では，
職業をもつ成人男性を対象とした調査から，
職場における違反を「職場での法律違反を改善せずに放
っておく」などの織的違反と，
「交通費を実際より多めに
会社に報告する」などの個人的違反に大別している．そ
して組織的違反については，従業員規模の小さい比較的
小規模な組織でおこりやすい可能性があることを指摘し
ている．また，個人的違反は業種的には建築業やサービ
ス業，職種的には現業職，専門職，営業職に相対的に多
くみられることを示唆している．
鎌田・上瀬・宮本・岡本(2003)2 では，上瀬ら (2003)1
と同様の調査データを分析し，個人的違反容認の雰囲気
が命令系統の整備の低さに関連する一方，組織的違反は
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職場風土

属人的な風土の影響を受けていることを明らかにしてい
る．
また，堀・上瀬・下村・今野・岡本(2003)3 では，職業
をもつ成人男女を対象としたサンプリング調査の結果か
ら，違反経験や抵抗感の背景として個人のパーソナリテ
ィがあることを指摘している．ここで違反経験と関連が
みられたのは，公的自意識，一面的思考，自尊感情，権
威主義であった．この結果は，違反生起の原因が職場風
土や職業属性といった客観的な指標以外に，そこで働く
人々の個人的な要因にも影響をうけていることを明らか
にしたものといえる．
ところで下村・堀(2003)4 は，これまでの職業威信研究
をレビューし，職業威信が，社会が職業について付与す
る序列として外側から指摘される「客観的威信」と，職
業をもつ個人が自身の職業について抱く誇りとしての
「主観的威信」に大別されると論考している．このうち
客観的な職業威信については，主として社会学の分野で
研究が蓄積されてきたが，これらの先行研究では，職業
間の威信の序列は国や時代を超えてほぼ安定しているこ
5
とが指摘されている
（原，
1999 など）
．
また，
Cohen(1981)6
や山本(1994)7 など社会心理学の研究者も，
特定の職業に
固定化されたイメージが存在していることを実験や調査
によって確認している．
客観的威信と比較すると，主観的威信についての研究

社会技術研究論文集

Vol.3, 111-117, Nov. 2005

は少ないが，その中で下村・木村（2000）8 は，看護職者
を対象にした調査から，職場や仕事に対する誇りが，職
場の人間関係のよさと関連していることを示している．
また，この調査では，職場や仕事に対する誇りの高さが
職場での事故の発生のしにくさにつながることも示唆し
ている．また中央労働災害防止協会・中央快適職場推進
センター（2002）9 でも，職場や仕事に対する誇りを測定
し，回答者の年齢が高くなるにつれて誇りが高くなるこ
とを示している．下村・堀（2003）4 はこれらの研究結果
に基づき，
「自らの職業に対する『誇り』を欠くことが，
組織における事故や不祥事と密接につながっていくので
はないだろうか」と論考している．ただし，これら既存
研究においては，主観的職業威信の測定が 1 項目のみに
よってなされているなど，測定方法に不十分な点がみら
れる．また違反との関連についても示唆にとどまってい
るため，主観的威信が職場での違反とどの程度結びつい
ているのかについて，再度関連性を検討することが必要
である．
以上の点から本研究では，職場における違反と職業威
信がどのように関連するのかを明らかにすることを目的
とする．またその際には，既に違反との関連が示されて
いる職場風土や職業属性をあわせて分析し，関連の仕方
や強さの差などを比較することを試みる．
この目的に沿い，本研究では有職の成人男女を対象と
したサンプリング調査を行い，職業威信と職場での違反
行動との関連について分析する．
なお本研究では，職業威信について主観的職業威信の
測定に職業的自尊心を用いた．そして客観的職業威信の
測定には，認知された職業威信尺度を用いた．さらに客
観的職業威信のうち否定的な側面を測定する尺度として
上瀬ら（投稿中）10 の職業的スティグマも同時に用いた．

2.
2.1.

方法

効集計数は N=501 であった（回収率 58.1％）
．
首都圏在住の成人男性を対象者とした質問紙調査を行
った．調査実施期間は平成 14 年 7 月 19 日〜8 月 5 日．
調査対象者は 25〜59 歳の男性勤め人．ただし，商工自営
業の経営者・家族従業員，親族以外に従業員がいない家
族経営など労使関係がないと想定される場合は対象外と
した．また，自由業も所属がない場合は対象外とした．
パート・アルバイトの場合は，週 3 日以上同一勤務先に
勤務していれば対象者とした．
（2）回答者の基本属性
1. 性・年代 男性 255 名：20 代 26.2%，30 代 29.8%，
40 代 22.4%，50 代 21.6%．M=38.62(SD=10.85)．女性 246
名： 20 代 32.5%，30 代 22.8%，40 代 22.0%，50 代 22.8%．
M=38.02(SD=11.14)．
2. 就業形態 男性：正社員/正職員 92.4%，パート/ア
ルバイト/派遣 7.6%．女性：正社員/正職員 42.3% ，パ
ート/アルバイト/派遣 57.7%．
3. 職種 男性：専門職 7.2%，技術職 21.2%，事務・管
理職 21.2%，サービス・販売職 27.6%， 現業職 22.8%．
女性：専門職 19.5%，技術職 4.5%，事務・管理職 30.9%，
サービス・販売職 38.6%，現業職 6.5%．
4. 業種 男性：建設 14.2%，製造 20.1%，運輸・通
信 9.1%，卸売・小売・飲食業 13.4%，電気・ガス・水道・
熱供給業 1.2%，金融・保健 3.1%，不動産 2.4%，サービ
ス 27.2%，
農林水産 0.4%，
公共機関 6.3%，
教育機関 1.6%，
その他 1.2%．女性：建設 3.7%，製造 12.2%，運輸・通信
3.3%，卸売・小売・飲食業 17.1%，電気・ガス・水道・
熱供給業 0%，金融・保健 9.4%，不動産 3.3%，サービス
39.2%，農林水産 0%，公共機関 4.9%，教育機関 6.1%，そ
の他 0.8%．
5. 最終学歴 男性：中学 2.7%，高校 32.9%，短大・
専門 16.8%，
大学 43.9%，
大学院 3.5%． 女性：中学 2.9%，
高校 38.4%，短大・専門 33.9%，大学 24.1%，大学院 0.8%．
2.2. 分析項目
本報告では，以下の項目を分析対象とした．

調査の手続き

（1）調査手続き
本研究では，以下の手続きで質問紙調査を実施した．
調査実施期間は 2003 年１月 31 日〜2 月 16 日．調査対象
者は 25〜59 歳の勤め人男女．ただし，商工自営業の経営
者・家族従業員，親族以外に従業員がいない家族経営な
ど労使関係がないと想定される場合は対象外とした．ま
た，自由業も所属がない場合は対象外とした．パート・
アルバイトの場合は，週 3 日以上同一勤務先に勤務して
いれば対象者とした．調査地域は首都圏 30 キロ圏(40 地
点)とし層化 2 段無作為抽出法で標本抽出を行った．
訪問
留置法によって調査を行い，調査標本数 N=862 のうち有

（1）職場における違反
1. 違反にかかわる職場風土：堀ら（2003）3 の「違反
容認の雰囲気尺度」を用いた．この尺度は，
「組織的違反
の容認」
「違反の排除」
「不正かばいあい」
「個人的違反の
容認」の 4 つの下位尺度から成っている．
2. 違反に対する抵抗感：堀ら（2003）3 の「違反に対
する抵抗感尺度」を用いた．この尺度は「個人的違反に
対する抵抗感」
「組織的違反に対する抵抗感」の 2 つの下
位尺度からなっている．
3. 職場における違反経験：堀ら（2003）3 の「職場に
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Table_2 認知された職業威信の尺度項目

おける違反経験尺度」を用いた．堀らの研究では「個人
的違反」
「不正かばい合い」
「不正の非難・回避」の 3 つ
の下位尺度が作成されているが，このうち「不正の非難・
回避」については項目が 2 項目と少なかったため，本研
究では前者 2 尺度のみを分析対象として用いることとす
る．

<社会的地位>

1
2
3
4
5
6
7
8
9

（2）職業威信
1. 職業的自尊心：山本・松井・山成（1982）11 の自尊感
情尺度をもとに「私は自分の職業を肯定的にとらえてい
る」など自分の職業に対する自尊心を尋ねた項目を独自
に作成した．主成分分析の結果をもとに尺度項目を選定
し，9 項目からなる「職業的自尊心尺度」を作成した
(Table̲1)．回答は あてはまる から あてはまらな
い の 4 段階評定法で求め，得点の高いほど職業的自尊
心が高いことを意味している．
2. 認知された職業威信：自分の職業が世間一般からど
のように評価されているかを測定する尺度で，
「社会的地
位」(９項目)，
「社会的責任」(６項目)の下位尺度から成

社会の発展に寄与する
収入が多い
社会的地位が高い
科学や技術の発展に貢献する
社会的影響力が大きい※
尊敬すべき
能力の高い人が就いている
やりがいのある
経済活動に欠かせない
<社会的責任>

1
2
3
4
5
6

人々の生活に欠かせない
人の命を左右する
危険の大きい
責任の大きい
違反を犯してはならない
社会的影響力が大きい※

元論文では尺度得点を用いているが、本研究では各因子に負
荷量の高い項目の得点を単純加算して尺度得点とした。このた
め「社会的影響力が大きい」は両尺度において尺度項目として
重ねて使用している。

る(詳細については，今野ら(投稿準備中) 12)．前者は「社
会的地位が高い」
「社会の発展に寄与する」など客観的な
地位の高さを測定するものである．後者は「責任が大き
い」
「危険が大きい」など社会的な責任の高さを測定する
ものである(Table̲2)．回答は あてはまる から あ
てはまらない の 4 段階評定法で求め，得点の高いほど
各威信について社会が高く評価していると回答者自身が
認知していることを示している．
3. 職業的スティグマ：上瀬ら (投稿中) 10 の，職業的ス
ティグマ自覚尺度 iii) (5 項目)を用い， あてはまる から
あてはまらない の 4 段階評定法で求めた(Table_3)。
得点の高いほど，自分の職業が社会から否定的に評価さ
れていると認知していることを意味している．

Table_3 職業的スティグマの尺度項目
1 私の職業には、一般的に悪いイメージがある
2 私は、私の職業のせいで初対面の相手に否定的イメージ
を抱かれたことがある
3 私は私の職業のせいで、実際よりも低く評価されることが
ある
4 世間は、私の職業について偏見を持っていると思う
5 私の職業のせいで、人からあれこれ言われるのではない
かと気になる

（3）個人属性
回答者個人の基本的属性として，性別，年齢，最終学
歴，配偶者有無，年収を分析対象とした．

Table_1 職業的自尊心項目の主成分分析結果
主成分負荷量
1 私の職業は、少なくとも他の職業並みには、価値の
ある職業である
0.764
2 私の職業は、色々な良い特徴をもっている
0.737
3 私は自分の職業に、引け目を感じることがよくある -0.595
4 私の職業は、他の職業並みには、世の中に貢献でき 0.675
5 私の職業には、自慢できるところがあまりない
-0.773
6 私は自分の職業を肯定的にとらえている
0.635
7 だいたいにおいて、自分の職業に満足している
0.783
8 もっと自分の職業を尊敬できるようになりたい
-0.099
9 自分の職業は全くだめだと思うことがある
-0.653
10 私は自分の職業に誇りを持っている
0.805
第1主成分に対する負荷量が低かった８番の項目を除き、
9項目の得点単純加算した。

(4) 職業属性
回答者の職業について，勤務先の従業員規模，雇用形
態(正社員かパート・アルバイトか)，職位，業種を分析
対象とした．
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不正かばいあい経験との間に有意な正の相関がみられた．
また個人的違反への抵抗感，組織的違反への抵抗感とも
低いが有意な正の相関を示している．
職業的スティグマは，不正かばいあいと有意な正の相
関を示している．個人的違反との相関は有意ではあるが
低い値にとどまっている．
また抵抗感とは，
個人的違反，
組織的違反いずれとも低いが有意な負の相関を示してい
る．

結果

3.1. 職業威信と違反の関連
職業威信に関する尺度得点と，職場における違反につ
いての各尺度得点との相関を求めた (Table_4) ．これを
みると，職業的自尊心は実際の違反経験とは関連が低か
った．しかし抵抗感については，個人的違反，組織的違
反いずれとも有意な正の相関がみられた．
認知された職業威信のうち，社会的地位については個
人的違反経験との間に弱い有意な正の相関がみられたも
のの，全体として関連は低かった．一方社会的責任は，

Table̲4 職業威信と違反関連尺度の相関
不正
個人的違反 組織的違反
個人的違反 かばいあい 抵抗感
抵抗感
職業的自尊心
-0.02
-0.08
0.19
0.14
***
**
(484)
(487)
(481)
(478)
社会地位
0.09
0.09
0.08
0.05
*
(490)
(493)
(487)
(484)
社会責任
-0.02
0.16
0.09
0.09
***
*
*
(492)
(495)
(489)
(486)
0.09
0.18
-0.09
-0.09
職業的スティグマ
*
***
*
*
(493)
(496)
(491)
(488)
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001
(
)の中の数値はNを示している。
3.2. 職業威信，回答者属性，職場風土と，違反行動の関連
職業威信以外の変数も含めて，職場での違反行動との
関連について検討した．具体的には，違反に対する抵抗
感，職業威信，職場風土，個人属性，職業属性の各変数
を独立変数にし，職場での違反行動経験(個人的違反，不
正かばいあい)を従属変数として，
変数を強制投入する形
これをみると，個人的違反には，個人的違反への抵抗
感が有意な負の標準偏回帰係数を示した．その他，性別
が負の，職場風土のうち個人的違反の容認が正の有意な
値を示した．
一方不正かばいあいには，不正かばいあいの風土と，
組織的違反容認の風土が正の，違反排除の風土が負の有
意な標準偏回帰係数を示した．職業威信の中では社会的
責任が有意な正の値を示した．その他では，個人属性と
して年収が，職業属性として建築業種がそれぞれ有意な
正の値を示した．
さらに，違反に対する抵抗感(個人的違反への抵抗感，
組織的違反への抵抗感)を従属変数とし，職業威信，職場
風土，個人属性，職業属性の各変数を独立変数にして，
変数を強制投入する形の重回帰分析を行った(Table̲2)．
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の重回帰分析を行った．なお性別については男性を 1，
女性を 2 とする形で得点化した．その他，配偶者有，正
社員，職種(建築，製造，運輸，小売，金融，サービス，
公共)，職種(専門，技術，事務，販売，現業)については
それぞれ該当する場合に「1」
，そうでない場合を「0」と
した．分析の結果を Table̲5 に示す．
その結果，個人的違反への抵抗感に有意な正の標準偏回
帰係数を示したのは，違反排除の風土，現業職，年齢で
あった．一方負の標準偏回帰係数を示したのは個人的違
反容認の風土である．
組織的違反への抵抗感については，個人的違反容認の
風土と，製造業が有意な負の値を示している．
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Table̲5 重回帰分析の結果(値は標準偏回帰係数)
<違反経験>
個人違反
不正かばいあい
個人的違反抵抗感
-0.35 ***
0.01
組織的違反抵抗感
0.00
-0.10
職業的自尊心
0.02
-0.01
社会地位
-0.03
-0.04
社会責任
0.03
0.16 *
職業的スティグマ
-0.04
0.04
組織的違反の容認
0.07
0.16 **
違反の排除
-0.02
-0.11 *
不正かばいあい
0.07
0.31 ***
個人的違反の容認
0.12 *
-0.10
性別(1男性 2女性)
-0.18 ***
0.03
年齢
-0.03
-0.04
最終学歴
0.02
-0.02
配偶者有
0.03
0.08
年収
0.14
0.22 *
従業員規模
-0.01
0.05
正社員
-0.06
-0.01
職位
-0.04
-0.13
業種 建築
-0.03
0.15 *
製造
0.01
0.02
運輸
-0.01
-0.08
小売
0.02
-0.02
金融
-0.01
-0.04
サービス
0.00
-0.04
公共
-0.03
-0.09
職種 専門
-0.09
-0.10
技術
-0.12
-0.01
事務
-0.03
-0.06
販売
-0.17
-0.04
現業
-0.27
-0.06
R2 乗
0.35 ***
0.28 ***
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001
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<違反に対する抵抗感>
個人違反
組織違反
0.00
0.04
0.03
0.00
-0.07
0.13
-0.02
-0.17
0.05
0.25
0.02
-0.01
0.00
0.02
0.00
-0.03
0.11
-0.04
0.04
-0.02
-0.06
0.07
0.05
0.25
0.30
0.38
0.42
0.37
0.19

*
**
***

*
***

0.02
-0.02
0.10
0.05
-0.10
0.04
-0.18 ***
-0.01
0.10
0.06
0.00
0.00
0.15
0.05
-0.03
-0.14
-0.19 *
-0.11
0.07
0.06
-0.02
0.05
0.03
0.12
0.26
0.18
0.14
0.22 ***

ィグマを持つことが，主観的な職業自尊心の低下をもた
らすために，結果として違反の抵抗感を低めることにつ
ながったと解釈できる．この点から，社会が特定の職業
についてスティグマを付与すると，そこで働く人々の自
尊心低下を導き，モラル低下や違反の生起に結びついて
しまう恐れがあると推察される．
客観的な職業威信のうち社会的地位については，個人
的違反の経験と正の相関がみられたが値は低いものにと
どまっている．一方，社会的責任は，個人的違反への抵
抗感や組織的違反への抵抗感と結びつく反面，不正かば
いあいの経験とも有意な正の相関を示すという結果が示
された．このことから，社会的責任の高い職場にいる回
答者は，違反してはいけないという抵抗感を強く抱いて
いるにもかかわらず，実際には職場で不正かばいあいの
経験をすることが多いという矛盾した姿がうかがえる．

考察

4.1. 職業威信と違反
本研究では，職業威信が職場における違反行動に与え
る影響について，職業属性や風土との比較から分析を行
うことを目的としていた．
職業威信と違反行動との相関分析の結果，職業的自尊
心は，個人的違反への抵抗感の高さ，組織的違反への抵
抗感の高さ，両方に結びつくことが示された．このこと
は，自身の職業に誇りを持つことが違反に手を染めるこ
とへの抵抗感を高めることを示している．
逆に職業的スティグマは，違反への抵抗感の低さと結
びつき，さらに不正かばいあいの経験や個人的違反の経
験の多さとも関連していた．他者から否定的な職業だと
烙印を押された場合には，違反への抵抗感が低くなり，
個人的な形でも組織的な形でも違反に手を染めることに
つながりやすいものと推察される．これは，職業的ステ

4.2. 職場における違反の背景
職場における違反について重回帰分析を行った結果，
違反の性質によって背景要因の異なることが明らかとな
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のことは，社会が特定の職業に対し清廉潔白であること
を強く期待することが，逆に組織での違反を隠蔽するこ
とに結びついてしまうという矛盾した可能性を示唆する
ものともいえる．

った．個人的違反は，個人的違反への抵抗感が最も影響
を与えていた．個人的違反を行うか否かは，個人的なモ
ラル意識が大きく作用するものといえる．なおこの個人
的違反への抵抗感は加齢によって高まることと同時に，
違反を排除しようという職場の雰囲気によっても高まっ
ていた．鎌田ら (2003)2 では個人的違反の低減には命令
系統の整備が重要でそれが組織における違反容認の雰囲
気を抑制するとしている．本研究の結果からは，これら
命令系統の整備が行われた場合，組織の風土が変わるだ
けでなく，そのことがそこで働く人々の個人的違反への
抵抗感を高め，結果として個人的違反の経験が低減する
という流れが生じることが示唆される．
一方，組織的違反のひとつである不正かばいあいの経
験には，職場風土が大きな影響を与えていた．しかしな
がら，社会的責任という客観的職業威信も有意な正の関
連を示していた．相関分析の結果と同様に，世間から社
会的責任が高いと思われる職業に就いている回答者の方
が，不正かばいあいの経験をしているという結果が示さ
れたことになる．さらに不正かばいあいは，組織的違反
への抵抗感とはほとんど関係がみられなかった．この点
から，組織的違反は，違反への抵抗感などの個人的態度
から抑制を望むことは難しく，組織自体のダイナミクス
によって個人的な抵抗感は相殺されてしまうものと推察
される．
鎌田ら (2003)2 は属人的な組織風土が組織的違反を促
進する要因であるとして注目している．本研究は，風土
以外にも，職業威信が違反に関連することを確認したも
のと位置づけられる．加えて，威信の中でも違反行動に
直接関わるのは，
「世間が自分の職業について，社会的な
責任があると考えている」という威信であり，しかもこ
の社会的責任の威信は職場での不正かばいあいの経験を
増加させる可能性があることを示している．
企業の不祥事が生じた場合，
「自分の仕事に誇りをもつ
ことが違反を抑制する」とのコメントがなされる場合が
ある．確かに，スティグマを付与された職場では違反が
生起しやすいという結果が本研究から示されている．し
かしながら一方で，主観的な職業威信は個人的違反への
抵抗感に結びつくものの，実際の違反の経験とはほとん
ど関係がなかった．むしろ，社会的責任という客観的威
信を感じることが，組織的な違反を促進させることに結
びつくことが示されている．
近年，警察や自動車業界，あるいは鉄道業界など，社
会的責任が高いと思われている組織での不祥事が社会問
題となっている．本研究の知見からは，これらの職場で
働く人々が「自分の仕事には社会的責任があり，絶対に
違反や事故を起こしてはいけない」と強く思い込むこと
が，不祥事を隠蔽したり事故を大きなものにしてしまう
ことにつながったものと推察することが可能である．こ

4.3. 本研究の問題点と今後の課題
本研究では，社会的責任という客観的威信を感じるこ
とが職場における組織的違反に結びつくという結果が示
されたが，社会的責任と違反行動との関連の値は十分に
強いとはいえない．両者の関係については，社会的責任
の高い職業についている回答者ほど，組織でおこる些細
な違反についても敏感に認識するために，違反経験が高
まったという解釈も可能である．また，社会的責任を感
じることがどのようにして組織的違反に結びついている
のかという点も明らかではない．加えて違反に関する個
人的な抵抗感が組織のダイナミクスに抑制されるとの示
唆についても，示唆にとどまっている．今後は，現場で
の実例を検討するなど形で，因果関係の分析も含め，職
業威信と違反との関係を詳細に検討していくことが重要
である．
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本尺度は次の手続きで作成されている。まず

Crocker, et al.(1998)16 による社会的スティグマの苦境の
内容をもとに職業的スティグマを感じている程度，ステ
レオタイプ脅威，
帰属の曖昧性などを尋ねる 11 項目を独
自に作成した。さらに回答を因子分析(主因子解)し、固
有値が 1.0 以上の 2 因子を抽出した．この 2 因子につい
てプロマックス回転をした結果、第１因子は「初対面の
相手には，職業を言わない方が，本当の私の姿をみても
らえる」などステレオタイプに不安を感じる項目に負荷
量が高く，ステレオタイプ脅威と命名された．第２因子
は職業的スティグマの有無や経験について尋ねた項目に
負荷量が高く，スティグマ自覚と命名された．本研究で
は、客観的職業威信のうち否定的な側面測定することが
目的であったため、第 2 因子のみに因子負荷量の高かっ
た 5 項目を職業的スティグマを測定する尺度項目として
利用した。
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