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｢ディマン ド｣と ｢コントロール｣の差 が
ス トレス を生み 出す

⑳

前回こ紹介 した､ス トレスを予防する｢
マネジ
の 6つのポイン トのうち､
メン ト･スタンダー ド｣
いて見ていきますO
｢
ディマン ド｣というのは､仕事の要求水準や仕
召‡
の負荷のことです｡部下に対 して､多くの仕事
を課 したり､困難な仕事を担当させた りした場合
には､｢
ディマン ド｣
の レヘルが高いことになりま
す｡また､｢
コン トロール｣とは､部下が自分で仕
事をコン トロールできる範B
i
]
や能力､つまり､仕
事の裁量権や､仕事のスキルなどを含めた｢
対応
能力｣
のことを指 します｡
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｢
ディマン ド｣と｢
コン トロール｣は､ス トレス状

｢
ディマンド｣と｢
コントロール｣が
ストレス対策のカギ

態やメンタル ヘルス状態と密接に関連 しています｡
図表一 1を見てください｡たとえば､部下に対
ディマン ド(
要求)｣を課 した
して 80の レベルの｢
としま しよう｡図の左側のように､｢コン トロー
が5
0程度 しかない部下の場
ル能力 (
対応能力)｣
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合は､自分の対応能力を大きく超えた要求を課さ

加藤貴之

れているわけですから､強いス トレスを感 じやす

メンテイクループ 代表取締役 ･コンサルタント

くなります｡

5の レベ
それに対 して､図の右側のように､7
ルのコン トロール能力を持 っている部下の場合
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2年生まれ｡早稲田大学卒巣後､
米r
フォ‑ブスJ日本版娼央者､B本
産鼓カウンセリングセンタ‑ ･コン
サルタントを経て､メンテイグルー
プ代表取締役 ･コンサルタント.
マネジメントの視点からのメンタ
ル ヘルス対策を中心にコンサルティ
ングや研修を行っており､金融税関･
官公庁等のマニュ
アル策定にも携わる｡
榊∂
､箸
情相サイト｢
ストレスケア comJの編娘長も.
笹にr
ストレス解消ハンドブックJ
I
(
P
HP研究所)
がある｡
メンタルケアの聞く技術ム P
HPビデオ
日経ビデオr
r
メンタルヘルスケア爽銭のポイント』の監修も行って
いる｡
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は､｢この くらいの仕事なら､あと少 し努力すれ
ば､何 とかな りそうだ｣とい う感覚を持てますか
ら､大きなス トレスを感 じることはあ りません｡
つまり､メカニズムとしては､｢
ディマン ド｣の
レヘルと｢コン トロール｣
の レヘルに大きな差があ
るときに､強いス トレスを感 じやすくなるという
ことです｡
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;宍 三 吉 ｢デ ィマ ン ド｣を

メンタルヘルス不調を予防するために､まず､

部下に課す｢
ディマン ド｣
を適正な水準にすること

図表‑1 ス トレスを感じやすい部下･感 L
:
にくい部下

を考えてみましょう｡
厚生労働省のメンタルヘルス指針においても､
管理監督者は､部下の仕事の負荷に配慮するよう
求められていますD過重労働や長時間労働によっ
て健康障害が生じた場合､法的な黄任を負う可能
性もありますので､注意が必要です｡
｢
ディマン ド｣を適正な水準に保つために､次の
各項目をチェ ックしてみてください｡
口 昼食時間中も仕事をしている部下がいる
□ 月間残業時間が 8
0時間を超える部下がいる
□特定の部下に仕事が鵠中している

□ 自分で仕事のやり方を決める余地を与える

ロ ノルマをまったく達成できない部下がいる

□ ある程度自由に時間を使わせる

□ 予想以上に遅れの出ている仕i
J
三
がある

ロ 権限垂謡をして､より多くの裁塁相を与える
□ 研修の機会を提供 し､スキルを高めてもらう

該当する項目があれば､部下の仕事の負荷が高

口 部下の意見をよく聞いて意思決定する

まり過ぎていないかどうか確認 してみましょう｡
ただし､部下のコン トロール能力を超えるディ

最後の項目｢
部下の意見をよく聞く｣という手法

マン ドを許 してはいけない､というわけではあり

は､部下の裁昆権や自由度を直接的に高めるわけ

ません.能力の範囲内の仕事 しか与えなければ､

ではありませんが､
仕事への参加賛謁をはくくみ､

部下は､自分の能力を今以上に高めることができ

｢
コン トロール感｣を高めます｡

なくなってしまいます｡

なお､｢
コン トロール｣
のレヘルを高めることは､

新 しい仕‑
事にチャレンシさせるなど､少し高め

健康面で良い効果をもたらすだけではなく､部下

のディマン ドを課すことは､
潜在能力を引き出し､
達成感を得てもらうことにもつながる大切なこと

ることが､イギリスでの研究によって明らかにさ

でもあります｡注意すへぎなのは､そのバランス

れています｡｢
マネジメン ト･スタンダー ド｣
の6

です｡部下の心身の状態を適宜確認 し､調子が悪
そうなら､ディマン ドの畠を調整 してください｡

のメリットが芯も大きいとされる要素です.
競争が激化 し､顧客や取引先からの要求も厳 し
くなるなかで､部下に対する｢
ディマン ド｣を減ら

匿

巨 β
下の ｢]ン トロール｣
レベ ルを誹 る

すことは容易なことではないかもしれません｡ど

メンタルヘルス不調を減 らすもう 1つの方法

うしても｢
ディマン ド｣を減らすことかできない場

は､部下の｢
コン トロール｣のレヘルを高めること
ですO具体的には､次のような方法があります｡

取 り入れてみると､部下の不調を減らし､仕事の
成果を高めることにつながります｡
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