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ＥＡＰってご存知ですか？

株式会社エンパワー・ジャパン

代表取締役社長

浅野栄一

ユニークな事業紹介の第９弾です。ご承知のように、現在の情報サービス業は未曾有の活況状態で、

多くの従業員は過負荷とそれに伴うストレスを抱え、健康障害予備軍が多数存在します。この方々を

救い会社を活性化しようというサービスがＥＡＰです。㈱エンパワー・ジャパン殿には別稿「経営改

善に結びつく『従業員満足度調査』を実施しませんか」にご協力いただきました。共同して「明るい

情報サービス業」の実現を目指して活動してまいります。（上野則男）
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ＥＡＰってご存知ですか？

ＥＡＰ（Ｅｍｐｌｏｙｅｅ Ａｓｓｉｓtａｎｃｅ Ｐｒｏｇｒａｍ）

は、米国で生まれた、企業契約による社員・

家族のための「よろず相談支援」カウンセリ

ング制度です。

ＥＡＰに寄せられる社員の相談は、メンタル

ヘルス面での相談以外にも、仕事上や職場の

人間関係上の悩みや問題から、夫婦関係や子

供の教育、親の介護、自分の性格やキャリア、

借金や交通事故、離婚トラブルなどさまざま

です。こうした悩みや問題、不満・不安につ

いて、「話を聴くプロ」であり「問題整理の

プロ」であるカウンセラーがお答えし、必要

に応じて各々の悩み・問題の「解決のプロ」

である専門機関を紹介・連携するというのが

ＥＡＰカウンセリングです。ＥＡＰの概念につい

ては図表１をご参照ください。

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr81/mr8105.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr81/mr8105.pdf
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図表１ ＥＲＰの全体スキーム
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図表２にあるように、元来、６０年代に製造

業における現場系・技能系社員のアルコール

中毒や薬物中毒問題に対する対策として導

入されたＥＡＰは、７０年代以降、企業・社員

を取り巻く環境の変化に伴い、メンタルヘル

ス問題を含む社員労務管理面での福利厚生

制度としてさまざまな業種業界で採用され

るようになりました。９０年代に入ると、企業

不祥事などオペレーショナル・リスクに対す

る予防・抑制という目的で、金融・ＩＴサービ

ス業界を中心にＥＡＰによるリスク・マネジメ

ント機能が見直され、今日では、フォーチュ

ン・トップ５００社の約９５％が導入しています。

その多くの企業が、ＥＡＰを、「Ｅｍｐｌｏｙｅｅ（社

員）」支援だけでなく、「Ｅｍｐｌｏｙｅｒ（経営）」

支援として認識・活用しているのです。

ＥＡＰでは、当然のことですが、社員個人が

どのような悩み・問題を抱えて相談している

かといった個人を特定できる個人情報は会

社にフィードバックしませんが、ＥＡＰの利用

実態から、今会社で働く社員組織の中にどん

な問題・悩みの傾向があるのかといったマク

ロ情報を定期的に報告します。このマクロ情

報を企業は経営管理におけるリスク情報と

して活用しているわけです。

図表２ ＥＡＰに対する企業スタンス

60～70
● 社員のアルコール問題・薬物問題への対策

● 社員のメンタルヘルス問題への対策

80～90
● 福利厚生制度（健康相談制度）
● 労災事故の防止・軽減に伴う医療費削減
● 組織生産性の維持・向上

● オペレーショナル・リスク管理対策
● コーポレート・ガバナンス機能の強化
● 有能人材の確保、及び組織人材の活性化
● ＣＳＲの実践に伴う企業ブランド・イメージの向上
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要求開発

わが国にＥＡＰが「輸入」されたのは約７、

８年前ですが、企業における「心の病」を抱

えた社員の増加やそれに伴う企業責任に対

する行政スタンスの変化を背景に、この１、

２年で急速に普及しています。同時に、企業

のメンタルヘルス対策需要という追い風も

あり、現在、本邦ＥＡＰサービス会社の数も増

えています。

しかしながら、その多くが医療機関や保険

サービスなどを経営母体としていることも

あり、ＥＡＰサービスの位置づけは、「始めに

も最後にも病気ありき」「始めにも最後にも

保険ありき」という事後対策的なものとなっ

てしまっています。

コンセプトとして「輸入」されたＥＡＰが

本当にわが国企業にとって有効に機能して

いるのだろうか？ 企業や社員のニーズに

正しくこたえられるだけ「加工」されている

のだろうか？ 企業リスク・マネジメント、

企業人事・労務、心理カウンセリング、そし

て社会福祉（ソーシャル・ワーク）の分野で

ＥＡＰにかかわってきた人間のそうした疑問

から生まれたＥＡＰ会社が当社です。

企業において本当に「役に立つ」ＥＡＰを提

供するために「正しい」要求を開発する、そ

れが当社のＥＡＰサービスにおける行動理念

です。

以下、企業メンタルヘルス対策としての当

社のＥＡＰサービスを中心に当社の取り組み

についてお話をしたいと思います。
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「本当に役に立つ」ＥＡＰを提供するために

当社では、ｅ－ｅａｒ．ｃｏｍ（イー・イアー）

という当社サイトを通じてお客様企業に対

してＥＡＰサービスをご提供しており（図表３

参照）、当社ＥＡＰサービスを総称して、イー・

イアー・プログラムと名づけています。

本プログラムは、

①カウンセリング・サービス

②ガイダンス（研修）・サービス

③リスク・レポーティング・サービス

の３つから構成されているのですが、以下の

３つの作業を通じてお客様企業、社員にとっ

て「役に立つ」最適なプログラムを設計・構

築しています。
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図表３ ＥＡＰサービス・サイト「イー・イアー」

契約企業専用

ＩＤ・パスワード

によるログイン

相談したい
（言いたい・聞きたい）

メンタルヘルス関連
セルフ・ケアのための情報

ワークライフ・バランスのための

専門家による情報

ストレス・チェックなど
自分・他人を知るための各種テスト

知っておきたい

今さらながら
知っておきたい

知りたい
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フェーズ１：セグメント把握

ＥＡＰの設計でいちばん重要なポイントは、

契約企業の組織特性に合致したプログラム

設計がされているかどうかという点です。

「十人十色、人を見て法を説け」という諺が

ありますが、価値観が多様化している今日、

社員数百名の企業であれば百色、千名の企業

であれば千色で、企業の組織特性は異なりま

す。そのため当社では、ＥＡＰの設計に際し、

ＥＡＰの利用者（社員や家族）をケア層（治療

を要する重い心の病を抱えた層）～健康層

（現時点においては、心の病もストレスも比

較的抱えていない層）の各セグメントに分け

て各々の特性を洗い出すというセグメント

把握をします。各層に属する社員がどれくら

いの割合で存在するかを把握することで、Ｅ

ＡＰの主軸目的を決めるわけです。

一般企業における社員の約１０％が当社で

いう「ケア層」「半ケア層」に該当すると言

われていますが、この比率は、ＩＴ業界では約

１５％と若干高くなります。こうした層におけ

るＥＡＰの最優先課題（目的）は、渦中～事後

対策、心の病の早期是正や復職支援を含めた

休職治療体制支援になるわけです。

一方で「半健康層」の比率が圧倒的な場合は、

うつ病など心の病の要因の早期発見・是正の

ための相談体制支援が主軸となります。相談

支援体制については、産業医や産業保健スタ

ッフ、あるいは健保組合による相談窓口など

既にそうした体制が整っている企業も多くあ

りますが、「相談方法が面談、または電話し

かない」「毎回相談するたびに相談を受ける

カウンセラーが違う」などの理由から、社員

が利用していないケースが多く見られます。

当社のＥＡＰでは、面談、電話はもちろん、

メールによる相談もできると同時に、お客様
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企業ごとにカウンセラー・チームを選抜する

という担当カウンセラー制度を採っています。

フェーズ２：パズリング

産業医をはじめとする社内産業保健スタッ

フや健保組合による健康相談制度・巡回検診、

定期的なストレス・テスト実施など社員メン

タルヘルス対策としての取り組みは同業他

社並みにきちんとやっているのだが、うつ病

で休職する社員が減らない、休職復職を繰り

返す社員がいる、勤務状況を見るとどこかメ

ンタルヘルス面で問題を抱えているように

見える社員がいる、といった企業人事管理担

当者の声を聞くことが多くあります。

そうしたケースに共通しているのが、個々

の制度・インフラとしては確立しているので

すが、それが上手く統合的に機能していない

ことです。パズルで言えば、個々のピースは

きちんとしている、あるいはきちんとしてい

るように見えても、パズルとして上手くはま

っていないのです。

現行の制度対応・インフラの漏れを洗い出

す作業、これをパズリングと呼んでいます。

つまり、休職・復職支援体制はあっても休職

と復職を繰り返す社員が減らない場合は、休

職する社員に配偶者（家族）がいれば休職期

間中の家族に対するケアに不備があったり、

社員の主治医と企業側の産業医との連携が

上手くできていない、あるいは、定期的に社

員に対してメンタルヘルス研修を実施して

いてもうつ病など心の病を抱える社員が減

らない場合は、研修実施後の個別相談などの

フォロアップやモニタリングができていな

いなど、個々の制度・対策（パズルのピース）

としてはあるものの、上手く組み合っていな

い点を洗い出す作業です。
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フェーズ３：デザイン

セグメント把握とパズリングの結果、そし

て企業における現行インフラ（人事労務スタ

ッフや産業医など社内産業保健スタッフ、健

保組合の有無と活動体制）を踏まえて、企業

にとって最適費用対効果が実践できるＥＡＰ

をデザインします。

ＥＡＰは決して企業の既存のメンタルヘルス

管理制度の代替ではありません。企業の既存

メンタルヘルス管理制度を側面支援・補完す

るものです。

当社のＥＡＰのキャッチコピーは、『がんば

っている社員と家族を応援するＥＡＰ』なので

すが、利用者（社員・家族）、契約者（企業）

はもとより、“がんばっている”現行管理者

（人事労務担当者や産業医など産業保健スタ

ッフ）も応援することができて初めて『役に

立つ』ＥＡＰをご提供できると当社は考えます。

「正しい要求」を開発するために

当社は２００５年の設立なのですが、設立前

の約２年間をかけてフィージビリティ･スタ

ディを重ねてきましたのが、「ＥＡＰサービス

に対するお客様企業が求める“正しい要求”

とは何か？ また、それについてどのような

アウトプットを出せるか？」でした（これは

設立後の今日も当社の日々の宿題であるこ

とは言うまでもありません）。

ここでは、そうしたスタディを通じて当社

が独自のＥＡＰサービスとして企業の皆様に

ご提供しているものを２つご紹介します。

１．カウンセラー人材の付加価値化

１つが、カウンセラー人材の付加価値化です。

先日、システム企画研修㈱殿主催のＩＳト

ップ・フォーラムに参加させていただいたの



事業紹介

11

ですが、ＴＩＳ㈱の岡本代表取締役社長様の

ご講演の中に「ＳＥはじめスタッフ人材の付

加価値化」に関するお話があり、たいへん興

味深く拝聴しました。当社でもカウンセラー

人材の高付加価値化を急務として推進して

います。

先述のとおりわが国のＥＡＰサービスは、企

業における社員メンタルヘルス対策ニーズ

の急騰を背景に、米国から“緊急輸入”され

たものです。自動車にたとえるなら、左ハン

ドルの自動車を持ってきて乗っているよう

な状態です。

ＥＡＰ先進国である米国でＥＡＰが企業間に

普及した大きな要因の一つに、米国における

カウンセリング文化という土壌があったこ

とが挙げられます。一般家庭においてもカウ

ンセラーに相談することは日常的ですし、企

業経営者にとっても優秀な顧問弁護士、顧問

医、顧問カウンセラーがいることがステータ

ス・シンボルになっていたりします。

対してわが国では、他人に自分の悩み事や

問題を相談することはもちろん、カウンセラ

ーという職業に対する信頼も一般的にまだ

低いというのが現状です。同じことが、ＥＡＰ

をはじめとする企業社員向けカウンセラー

についても言えます。実際にＥＡＰを導入した

あるＩＴ企業が、社員のＥＡＰの相談利用率が

低いことで独自に社内調査をしたところ、

「利用しない」「利用したくない」理由の上

位は、『仕事や職場環境についてカウンセラ

ーに相談したが、自分（社員）の仕事や職種

について全く理解していないため、相談して

も無意味だ』という回答でした。

ＥＡＰカウンセリングを利用される社員の相

談事の半数は仕事・職場にかかわることです。

その意味で、「話を聴く」「問題を解決支援
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する」ための心理学スキルと同時に、ご相談

者の仕事・職種・雇用環境などに関する専門

スキルが求められます。当社のカウンセラー

は、臨床経験１，０００時間以上を有する臨床心

理士、産業カウンセラー、米国ＥＡＰカウン

セラーおよびソーシャル・ワーカ経験者が中

心であり、メンタルヘルスから家族問題まで

さまざまな心理分野での実務知識を持って

います。同時に当社では、こうした心理専門

分野に加えて、お客様企業の産業別の業界知

識を持った「証券アナリスト型」の専門カウ

ンセラーの育成・配置をしており、今日まで

ＩＴ、金融、流通などさまざまな産業分野別

のカウンセラーを有しています。

２．カウンセリング選択肢の多様化

２つめが、カウンセリング選択肢の多様化

です。

当社のＥＡＰカウンセリングに寄せられる社

員の方の会社・仕事に係る悩み事・問題の多

くは、『職場の人間関係』に起因するもので

す。

「個人で仕事をする機会が増えた職場」

「コミュニケーション機会の減った職場」

「助け合いが少なくなった職場」は、社員の

心の病を増加させる大きな要因となってい

るという調査結果もありますが、当社は、企

業組織において『同じ釜の飯を食う仲間』意

識というセーフティネットが希薄化してい

ることが今日の企業における社員メンタル

ヘルス問題の顕在化・悪化の大きな要因だと

考えます。

私の好きな映画に、森繁久彌主演の「社長

シリーズ」があります。精力的で問題も多い

がどこか憎めない経営者と、彼を取り巻く役

員や社員、そしてその家族が織りなす会社を
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舞台に、有力顧客先とのトラブルや不祥事、

職場人間関係の軋轢や問題社員のミスなど、

今日の企業現場でも目にするさまざまな出

来事、事件が起きるのですが、経営者や役員

から若手新入社員に至るまでこの会社で働

くすべての人間の「同じ釜の飯を食う仲間」

という連帯感で何とか乗り越えハッピーエ

ンド、という映画です。時代環境が違うと言

ってしまえばそれまでですが、「同じ釜の

飯」という会社組織コミュニティの存在感は、

今日の企業で働く社員が抱える悩みや問題

の解決にとても重要な役割があると考えま

す。

実はこのことは、当社がお客様企業を中心

に約３０社で働く社員を対象にした調査結果

にも表れています。「半健康層（心の病には

至らないが、ストレスは慢性的に感じてい

る）」に属する社員に対して、『では、現状

で何か悩み事や問題を抱えた場合、だれに相

談したいか』という質問を投げたところ、

『特定のだれかに相談するというよりは、む

しろ自分と同じような世代・立場・境遇にあ

る他の人間が、まさに今自分が抱えている悩

み・問題に対してどのような解決をしたか

（しているのか）を知りたい』と回答した社

員が約８０％だったのです。カウンセラーだけ

がＥＡＰにおける相談相手ではない。こうした

結論から当社が独自に開発したＥＡＰサービ

スが、『オピニオン・シェアリング＆サポー

ト（ＯＳＳ）』（通称、イケチェン）です。

イケチェンは、当社従来のＥＡＰサービスで

あるｅ-ＥＡＲ〔イー・イアー〕の個別ＥＡＰカ

ウンセリング機能に、本音交換の場としての

フォーラム（匿名投稿掲示板）機能を合わせ

たお客様企業ごとのテーラメイド型のＥＡＰ

サイトです（図表４参照）。
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図表４ オピニオン・シェアリング＆サポート「イケチェン」
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フォーラムでは、仕事や職場、家族やプラ

イベート問題などの悩み、不満から意見交換、

知恵の共有に至るまでさまざまなテーマ・用

途で社員が匿名で自分の本音の価値観を語

り合います。価値観を発信するのも受信する

のも同じ会社の仲間であり、フォーラムに参

画し、意見、悩み、知恵

などの価値観を共有することで 『同じ釜の

飯を食べている』ということを実感できるの

です。

当然、価値観が異なる者同士の摩擦や冷え

切ってしまったモチベーションのために自

らの聴く耳も固く閉じてしまった社員によ

る“荒らし”的な行為も生じることもあり得

ますが、イケチェンのすべてのフォーラムに

は専任のカウンセラーが社員と一緒に参画

しており、欧米のカウンセリング手法で見ら

れるグループワーク方式をサイト上で体現

しています。『摩擦を社員のモチベーション

の肥やし』にするプロでもあるカウンセラー

が、ときに管理人として、ときに司会者とし

て、そして仲間として、さまざまなフォーラ

ムで社員の意見交換をサポートします。言っ

てみれば、フォーラムは『同じ釜の飯を出し

てくれる社外食堂のテーブル』であり、カウ

ンセラーは 『食堂を切り盛りするオバちゃ

ん・オジちゃん』なわけです。ワイワイ、ガ

ヤガヤの“食堂”で語り合う本音トークの積

み重ねから、社員の連帯感、モチベーション

が生まれるのではないかと考えます。

ワイワイ、ガヤガヤの雰囲気で語りにくい

こと、人に知られたくない悩みや問題事があ

れば、イケチェンでは当社ｅ-ＥＡＲ〔イー・イ

アー〕を通じて、個別に担当カウンセラーと

相談できます。その場合、当然ながら相談内

容の守秘義務は守られます。フォーラムは
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『食堂のテーブル席』、ｅ-ＥＡＲは『食堂奥の

小上がりの小さな畳席』という位置づけでし

ょうか。また、この 『食堂』には社員やそ

の家族のみならず、経営者も参画できます。

直接社員と会社の経営理念を語り合うこと

ができるのです。

結果、経営者もまた 『同じ釜の飯を食う仲

間』であることを社員は知ることになります。

同時に、経営者はイケチェンを通じて自社の

社員の「思考」「嗜好」、そして「試行」を

認識できるだけでなく、経営者自らの「志向」、

経営理念・ビジョンを本音で社員と共有する

ことができ、社員メンタルヘルス管理だけで

なく、リスク管理（二次的・副次的な内部通

報窓口機能）やＣＳＲ推進（特に従業員不満足

度の軽減：ガス抜き機能）などの目的で本サ

ービスを導入いただくケースも増えていま

す。

最後に

業界のジョウシキは世間の非常識と言いま

す。わが国におけるカウンセリング業をはじ

めとするメンタルヘルス・サービス業界にお

いても数多くのジョウシキが存在します。

“サービス業界”と言いながらも、「患者さ

んは向こうから来るのが当たり前じゃない

か…」「メンタルヘルス需要という追い風も

あるし…」といったような天動説的なジョウ

シキが存在しています。

天動説を地動説に変えるきっかけは天体望

遠鏡の発明でしたが、当社は、わが国のメン

タルヘルス・サービス業界のジョウシキとい

う先入観を変える大きな天体望遠鏡であり

たいとチャレンジしております。

当社サービス概要など詳細については、ぜ

ひ当社ホームページをご参照ください。¶
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