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「心理的契約」に関する考察：回顧と今後の展望
王 征

A Study on psychological contract: Previous literature and future 
directions

In recent years, confronted with globalization, many Japanese companies introduce Result-based Human Resource 
Management and irregularl employment. As a result, the employee turnover rate is increasing in Japan and these 
companies faced problems to maintain a long-term and stable employment relationship with workers who possess the 
necessary skill and motivation for the job. Such Changes have altered employees’ mental orientation for employment 
and influence their organizational behaviors. Under such circumstances, Psychological Contract Theory plays an 
important role in helping us explore the influence of employment-relationship changes on several organizational 
behaviors. The research of psychological contract in Japan began in end of the 20th century and attracted the attention 
of a few researchers during this decade. This research note aims to produce a lead for future theoretical and empirical 
research projects on psychological contract theory. The paper presents what we know about psychological contract 
theory including literature reviews and about theoretical analysis. Through the review of the earlier studies,I attempt to 
discuss the limitations of previous researches and future directions.
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Ⅰ．はじめに

　最近、人手不足の時代に入ったという論説が増え
つつある。いわゆる「人手不足」は、単に労働人口
の減少という人数不足の状態だけではなく、必要な
スキルと十分なモチベーションを備えた人材が長期
的安定的に雇用確保できないという質的な状態も含
んでいる。これらの原因の一つとして、近年欧米か
ら導入した成果主義によって、大多数の企業の人事
が短期的な効率を重視するようになり、企業内の育
成環境の悪化や非正規雇用の常態化により、従業員
の貢献に報いるための手立てにあまり関心を払っ
てこなかったためと言われている（守島 2014:133-
134）。こうしたこれまでの雇用形態の変更や、新た
な人事施策制度の導入によって、従業員と組織の関
係を成立させていた従来の条件が変化する時に、安
定した雇用関係が継続するか否かという問題は、従
業員から見てどれだけ変更内容が許容できるかとい

う程度がポイントとなる。昔からの交換理論に基づ
いて予測すれば、交換プロセスを通じて（従業員と
組織は数回の協議を行って、対価調整あるいは手間
改善とともに、従業員が変更される条件と内容を受
容すること）、雇用関係は次第に安定すると考えら
れる。だが、実際の状況は予想以上に不合理な場合
もある。従業員が変更を許容できたとしても、雇用
関係は組織の意図するような方向で成立、維持、発
展しない可能性がある。なぜかと言えば、従業員と
組織は変更された条件に対する理解がそもそも違っ
ている可能性があるためである。このように、個人
の認知が雇用関係を成立するための基盤に多少なり
とも影響を及ぼしている（相原 2002:344）。心理的
契約に関する研究では従業員の認知を捉えて、雇用
関係を考察する上で、欧米研究者が導入した「心理
的契約（Psychological Contract）」という概念を用い
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て、雇用関係を成立させた要因としての心理的契約
の内容と、その履行状況が従業員の態度に及ぼす影
響などの検討を行っている。
　一方、現実の経営活動の中では、雇用関係メガニ
ズムにおいて、予想以上に不合理なケースになるこ
とも考えられる。例えば、企業が不況に陥っている
際に、従来の人事施策を維持できなくなると、人材
確保機能を果たせなくなり、従業員がモチベーショ
ンを喪失して離職率が上昇することが想定される。
しかし、逆に以前よりもやる気を出して協力し、難
関を克服するケースも考えられる。別の例では、企
業は従業員の福利厚生のレベルを上げるだけ上げた
としても、従業員の積極性向上につながらず、逆に
職務怠慢を招いている。このような従業員と組織の
関係の成因を解明しようとすると、交換理論の援用
だけで解釈することは難しいため、従業員の心理的
活動をさらに深く考察する必要がある。その際、「心
理的契約」という概念が有用である。
　日本における心理的契約の研究は 20 世紀末によ
うやく始まり、ここ数年の間に急速に広がった。相
原、服部、林などの研究者は心理的契約の概念起源
から、理論の発展、現段階の実証研究まで幾度か論
じているが、心理的契約の理論的基礎に関する研究
は非常に少ない。本稿では、こうした心理的契約に
関する先行研究を整理して心理的契約の理論基礎を
検討する。その上で、これまでの研究の限界を考察
しつつ今後の研究の構想を探求する。

　心理的契約は必ずしも新しい考えではない（相原 
1999:279）。心理的契約に関する研究は既に 1960 年
代から 1970 年代にかけて、組織心理学で展開され
ていた。その時期の研究では、心理的契約における
契約内容が不明確であり、議論の厳密さを欠いてお
り、さらに書面契約と比べて雇用関係に対する影響
力が乏しかったので、心理的契約は組織管理者およ
び研究者の間であまり重視されなかった（Spindler 
1994）。1980 年代の末、また 90 年代初期に至って、
心理的契約に関する実証研究が再度行われてきた

（Rousseau and Tijoriwala 1998）。1990 年代から、た
くさんの実証研究も行なわれた。これらの実証研究
は、初期には心理的契約の内容・構造・次元性に集
中したが、その後の研究では心理的契約とほかの要

素との関係を中心に行なわれており、近年の研究で
は、心理的契約の形成・履行・違反が従業員の職務
態度などに及ぼす影響や作用原理をめぐる諸問題が
着目されている。従って、一般的に心理的契約に関
する先行研究は 1980 年代の末を境界線として、早
期研究段階と後期研究段階に分類されている。本論
では、後期研究段階に重点をおき、研究のレビュー
を行う。
　心理的契約の早期研究段階を見渡すと、心理的
契約の概念源泉 1 から、最初に「心理的契約」と
いう学術概念を用いた研究者 Argyris（1960）と
Levinson et al.（1962）と、その概念を一層発展した
研究者 Schein（1965,1970,1980）、Gibson（1966）と
Kotter（1973）まで、それぞれの研究は実際の経営
活動から心理的契約の存在と現象を提示し、心理的
契約の定義と特徴の分析を行っているが、実証研究
までには及んでいない。早期研究段階では研究者ら
は心理的契約を組織と従業員の間にある無形的、内
在的なものであり、暗黙的な一連の相互期待の集合
であると定義されたうえに、組織と従業員双方が相
手に対する期待を知覚しているということを明確し
た。そして、心理的契約を測定する際に、組織と従
業員というダイアドレベルの異なる行為者を並列に
扱っているから、誰が組織の代表できるという測定
対象の選択上で難しさがあった（服部 2011:25）。そ
の一方、心理的契約は当事者が持っている暗黙的な
ものであり、第三者には観察されえないものである
という意味で測定方法の開発が難しい。
　その後の流れとして、心理的契約の実証研究の実
現性、便利性、信頼性を図るために、Rousseau（1989）
は、心理的契約の分析レベルを組織と従業員のダイ
アドレベルから個体レベルへと転換させ、心理的契
約の研究対象を従業員の知覚においた。心理的契約
は組織と従業員の非書面的な義務と約束に関する合
意が、従業員の知覚によって決められるものとした
のである。従業員は、それが組織との合意事項で
あるとの信念をもっているのである（Nicholson and 
Johns 1985）。従って、心理的契約の測定は、従業員
を対象とするアンケート調査を通じて、測定できる
ようになった。それ以降の研究は、Rousseau の定義
にもとづいて、実証研究が進められた。
　上述のように、早期研究段階では研究範囲の狭隘
さと論証厳密性の欠如という深刻な問題がある。し
かしながら、早期研究段階では心理的契約の概念研

Ⅱ．心理的契約の先行研究
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究に対する貢献を無視できない。早期研究の貢献と
して以下の３つがある。
　①「動態的モデル」：キャリアという長期的な時
間のなかで捉え、心理的契約は時間の経過ととも
に、環境と現実の変化により、内容が変更・調整さ
れるという動態的モデルである（Levison et al. 1962, 
Schein 1965）。
　②「組織に及ぼす影響」：心理的契約は、雇用関
係形成の重要な要素であり、組織行動に影響を及ぼ
す重要な要素である（Schein 1978）。
　③「合意」と「互惠的な交換」：心理的契約は個
人と組織の間に存在している暗黙的な合意であり、
この暗然的な合意の内容に基づいて、当事者が相手
に何を提供し、同時に相手から何を獲得するかが検
討された（Kotter 1973）。
　早期研究上で、1990 年代から、Rousseau（1990）、
Robinson et al.（1994）、Morrison and Robinson（1997）、
Parks et al.（1998）など多数の研究者により心理的
契約の概念に関して多様な見解が数多く示されてい
る（図表１）。
　2004 年に至って、Rousseau はそれぞれの概念を
総括し、公式的な定義を提出した。彼女は、「個人
の信念」、「合意」、「項目」、「互惠的な交換」という
４つのキーワードに注目して、心理的契約を「明確
に体現できるが、言明しない承諾にもとづいて、従

業員と組織（あるいは組織のエージェント）との間
に互惠的な交換についての合意された項目と条件
に関する主観的な個人の信念である」と定義した

（服部 2011:26-27）。また、それ以降の研究は、ほぼ
Rousseau の定義をそのまま用いて進められた。
　早期の研究段階を踏まえた後期の研究段階では、
大きな進展として心理的契約に関する実証研究が展
開されている。こられの実証研究について、研究対
象によって、一般的に心理的契約の内容と構造ディ
メンション、心理的契約の不履行（Breach）とその
及ぼす影響、調整作用、媒介要素という４つの種類
がある。

１. 内容と構造ディメンション
　Rousseau は組織と従業員とがお互いに提出しあう
具体的な項目レベルで心理的契約を定義した。従っ
て、研究者は従業員を対象としてインタビューを実
施し、具体的な出来事を語ってもらうという重大事
象法に基づくアプローチを使用することによって、
心理的契約を観察できる具体的な項目を抽出する作
業が容易になった（服部 2011:30-31）。そして、80
年代末までに、心理的契約の内容に関する研究は主
に組織と従業員の相互期待の具体的な内容を検討す
る。例えば、従業員に対する理解と尊重、福利厚生、
長期雇用など、および組織対する忠誠心、職務遂行

図表1.  1990年代以降心理的契約に関する概念の研究

研究者（発表年） 心理的契約に対する論述 概念の特徴・キーワード

Rousseau（1990） 心理的契約は個人の雇用関係に対して、従業
員が自己と組織との相互的な義務に対する認
識と信念である

①個人の雇用関係に対する；②個人の信念
（Individual’s Beliefs）；③義務（Obligation）

Robinson et al.（1994） 心理的契約は従業員が自己の外在的・内在的
な個人要素（貢献、能力、努力、忠誠など）
と組織誘因（報酬、昇進、福利厚生など）と
の取引関係に関する知覚、理解、合意である

①個人信念；②個人要素と組織誘因との取引
関係；③合意

Morrison and Robinson
（1997）

心理的契約は、従業員が自己義務と組織の承
諾に対する主観的な理解を通じて形成されて
きた一連の信念である

①個人信念；②組織の承諾 ; ③自己義務

Parks et al.（1998） 心理的契約は従業員の自己義務（組織へ貢献）
と権利（期待的な報い）との独特な互惠的な
期待（Reciprocal Exchange）である

①従業員の個人的；②自己義務と権利；
③互惠的；④期待
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能力など。80 年代末から、研究者はインタビュー、
質問表などを用いて、心理的契約の内容を探索する
ことを始めた。その中に、一部の研究は従業員が知
覚された組織への期待と従業員が知覚された組織か
ら従業員への期待の両方とも検討する。その他、一
部分の研究者は単に従業員が知覚された組織への期
待を重点として考察を行うが、特に心理的契約の不
履行に対する研究の中でよく議論されている。極め
て少数の研究者は従業員が知覚された組織から従業
員への期待だけを研究した。以下の図表２で、ティ
ピカルな研究結果を示す。
　しかし、心理的契約は複雑な構成を持っており、
心理的契約の内容は書面契約の条項に関連するだけ
ではなく、それ以外の多方面の要素も含んでいる。
Anderson and Schalk（1998）は、心理的契約の内容
が数千の項目を含むため、すべての項目を羅列する

のは無理であると言っている。また、研究の境界と
観察方法が異なる場合、心理的契約の内容も異なる。
雇用関係に関する環境、時期など状況が違ったら、
心理的契約の内容も異なる。従って、心理的契約の
内容に関する研究は今でも統一した見解さえ得られ
ていない。
　それゆえ、多数の研究者は心理的契約の内容を
研究すると同時に、内容の形成要因も検討しなけ
ればいけないと考えた。今まで先行研究で指摘し
た心理的契約内容の形成要因はほぼ個人要素、組
織要素との 2 つ種類に分けられる。個人要素は働き
方の志向・価値観やキャリア意識の傾向（Rousseau 
1990,De Vos et al. 2005,Hauw and De Vos 2010）、勤続
年数（Guzzo et al. 1994,Horriot et al. 1997,Thomas and 
Anderson 1998）、 職 位（Horriot et al. 1997,Millward 
and Hopkins 1998,Millward and Brewerton 1999,Tekleab 

図表2.  心理的契約の内容に関する先行研究

Rousseau（1990） 組織の義務：昇進；なるべく高い賃金；業績に基づく賞金 ; 訓練と研修；長期雇用保障；キャ
リア開発；個人への組織支援
従業員の義務：残業の受容；忠誠心；職務外の仕事；離職の事前の通知；異動の受容；競争
他社への支援の拒否；組織と仕事対する情報・機密の保持；自社でせめて 2 年以上の通勤年
数

Herriot et al.（1997） 組織の義務：訓練と研修；組織内の公平性；個人への配慮；キャリア相談の受容；仕事のや
り方の自己裁量；従業員に対する人間的で責任を持った支持的な扱い；特別な貢献への評価；
快適な職場環境；組織の一貫性；なるべく高い賃金；福利厚生；雇用の安定
従業員の義務：就業時間の遵守；質の高い仕事の提供；組織に誠実な対応；忠誠心；会社資
産の保守；礼儀とマナーを守る；同僚と助け合う

Porter et al.（1998） 組織の義務：公開的に評価と表彰；業績に基づく賞与 ; 興味深い仕事と挑戦的な仕事；昇進；
仕事の自主性；せめて１年以上の雇用保障；業績に基づく賃上げ；意思決定への参加；組織
の意思決定は従業員の利益を損なわない

Turnly and Feldman
（2000）

組織の義務：賃金の公平さ；賃上げ；公正で一貫した賞与と手当；訓練と研修；昇進；キャ
リア開発；在職中の福利厚生；定年後の福利厚生；個人健康への組織配慮；意思決定への参加；
仕事は個人・組織・社会に意義がある；挑戦的な仕事；業績に基づく賞与 ; 上司から個人への
支援；個人への組織支援；雇用保障

Kicker et al.（2002） 組織の義務：就業時間の柔軟性；なるべく高い賃金；安全な職場環境；業績に基づく賞与 ; 仕
事のやり方の自己裁量；仕事の自主性；自己が分配できる組織資源；意思決定への参加；挑
戦的な仕事；職業の将来性が高い；個人への組織支援

De Vos et al.（2003） 組織の義務：キャリア開発のよい機会；挑戦的な仕事；快適な職場環境；合理的な報酬；仕
事と生活のバランス
従業員の義務：質の高い仕事の提供と職務外仕事の遂行；フレキシブルな仕事内容と時間の
受容；職業倫理を守る；忠誠心；職場外の自己訓練
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and Taylor 2003）、雇用形態（Millward and Hopkins 
1998,De Cuyper and De Witte 2006）、個人の交換意識・
債権意識の強さ（Coyle-Shapiro and Neuman 2004）、
世代（Hauw and De Vos 2010）など形成要因を含む。
組織要素は組織規模（Horriot et al. 1997）、組織経営
形態（公営・私営）（Horriot et al. 1997）など形成要
因を含む。環境要素は同僚を参照（Ho and Levesque 
2005）、助言ネットワークと友人ネットワーク（Ho 
et al. 2006）、同僚の雇用状況（雇用形態、職位、レ
イオフなど）変化（Saunders and Thornhill 2006）な
どを含む。
　その一方、多数の研究者は心理的契約の内容を
検討すると同時に、構造ディメンションも考察し
た。Rousseau（1990）は、実証調査結果に対する因
子分析を行い、「取引的な契約」と「関係的な契約」2

という二つの主要因子および若干の独立因子を抽出
した。その後、Robinson et al. （1994）は、２年半の
期間で二度の関連調査を行った。二度の調査の結
果に対する因子分析を通じて、「取引的な契約」と

「関係的な契約」という２つの因子を検証した。ま
た、二度にわたる調査の因子を比較すると、２つの
主要因子がほぼ安定しているようだが、一部の因子
項目が時間の変化とともに、「取引的な契約」、「関
係的な契約」、「独立因子」の間で移動した。従って、
Rousseau らは、心理的契約の構造ディメンションが

「取引的な契約」・「関係的な契約」の二次元パター
ンであることを認定した。
　それ以降、多数の研究者は、各自の調査結果に対
する因子分析を通じて、二次元、三次元、さらに
多次元の様々なパターンを提示した。例えば、「取
引的な契約」・「関係的な契約」の二次元パターン
について、Rousseau（1990）、Robinson et al. （1994）、
Robinson and Rousseau（1994）、Millward and Hopkins

（1998）などの研究がある。Kickul et al.（2004）は
「外在的な契約」・「内在的な契約」の二次元パター
ンを提出した。Rousseau and Tijoriwala（1998）と
Lee et al.（2000）は「取引的な契約」・「関係的な契

約」・「協働的な契約」3 の三次元パターンを提出し
た。Colye-Shapiro and Kessler（2000）による「取引
的な契約」・「関係的な契約」・「訓練義務」の三次元
パターン、及び Thompson and Bunderson（2003）に
よる「取引的な契約」・「関係的な契約」・「理念的な
契約」の三次元パターン、また Hess and Jepsen（2009）
による「取引的な契約」・「関係的な契約」・「バラン
ス契約」の三次元パターンも存在する。それ以外で、
Rousseau（1995）は「取引的な契約」・「関係的な契
約」・「変動的な契約」・「平衡的な契約」の四次元パ
ターンを提唱した。
　前述した通り、二次元分類については、「取引的
な契約」・「関係的な契約」の二次元分類を経験的
に支持する結果が複数研究で検証されている。ま
た、大多数の三次元、四次元など多次元パターン
は、いくつの因子が抽出されても、「取引的な契約」
と「関係的な契約」という特定の顕在項目が存在す
ることでは既存研究において一貫している。従って、
昨今の学界は、心理的契約の構造ディメンションが
少なくとも「取引的な契約」・「関係的な契約」とそ
の二つディメンションを含むことを認めている。こ
うした心理的契約の二次元分類について、関係的な
契約のスコアが増えるほど、取引的な契約のスコ
アが下がるというように、２つの契約タイプは負
の相関関係にあることも認められている（Millward 
and Hopkins 1998）。このほかに、Spindler（1994）、
Kissler（1994）、Hiltrop（1995）、Sparrow（1996）な
どの研究者は心理的契約の内容が経時的に変化する
ということを示した。従来の職場環境では、組織は、
従業員の勤務の長期化を図るため、従業員のキャリ
アの開発を十分に重視してきた。それに対して、従
業員は、雇用の安定性を期待するために、組織に忠
誠心を呈示して、個人の貢献を投入した。しかしな
がら、近年における成果主義の深化及び雇用形態の
多様化とともに、雇用関係の中に組織から従業員へ
の期待の重点が組織への忠誠心から即時の成果・貢
献へ移ってきた。従業員もキャリアを個人的にプラ

Colye-Shapiro and 
Neuman（2004）

組織の義務：雇用の安定；職業の将来性がよい；新たなスキルの訓練と研修；自己スキル開
発への支援；興味深い仕事；仕事のやり方の自己裁量；意思決定への参加；キャリアの道筋
の明確化；賃金の公平さ
従業員の義務：残業の受容；職務外仕事の遂行；業務のやり方を自ら改善への欲求が高い；
異動の受容；仕事効率が上げる方法をよく検討する；指示・命令・指導の受容；個人の行動
が組織の方向と一致する
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ンニングする。従って、組織と個人の両方が長期的
な雇用関係に対する期待を減らしてきた。すなわち、
以前の心理的契約が「関係的な契約」を一番注目し
てきたとすれば、現在の心理的契約はより「取引的
な契約」を重視している。

２. 心理的契約の不履行
　多くの先行研究は、心理的契約の不履行（Breach）
が従業員の職務行動と職務態度に影響を及ぼすこと
を検証した。近年、組織間の競争が激しくなったか
ら、組織が頻繁に改革と調整を行い、従業員が雇用
関係の変化に対する再考を余儀なくされる（Turnley 
and Feldman 2000,Colye-Shapiro and Kessler 2000）。さ
らに、外部環境の不確実性によって、組織から提
供される義務は、すべての従業員の期待に応える
とは限らない（Robinson 1996,Morrison and Robinson 
1997）。従って、ほとんどの従業員が組織側の心理
的契約の不履行（Breach）をよく知覚する（Lo and 
Aryee 2003）。
　Morrison and Robinson（1997）は、心理的契約の
不履行（Psychological Contract Breach）4 は組織が求
められる心理的契約の履行の程度の低さに対する知
覚であると定義した。また、これらの知覚の上で、
従業員に生じる憤怒、悲しみ、喪失感など消極的な
情緒は、心理的契約の違反（Psychological Contract 
Violation）と定義された 5。心理的契約の不履行の
形成要因には二つの種類がある。一つは組織の主観
的な悪意（故意に不履行）であり、もう一つは、雇
用両方の雇用関係に対する理解の不一致である。従
業員は組織の心理的契約の不履行に対して、結果分
析、帰因分析、公平性判断、社会的契約評価の解釈
プロセス（Interpretive Process）を通じて、最後に組
織による心理的契約の違反を知覚するかもしれない

（Robinson and Morrison 2000）。Turnly and Feldman
（1999）は、心理的契約の不履行から心理的契約の
違反まで転換する規定要因が、組織への期待の形成
要因、心理的契約不履行の要因、心理的契約不履行
の特徴である、と論じた。
　その一方、多数の研究者は、「不履行」と「違反」
の差異を無視し、同一の概念として用いて、心理的
契約の「不履行」の雇用関係への影響に関する研究
を重視する。心理的契約の不履行は、不信感および
不満足感を高め、当事者間の関係自体が解消されて
しまう危険性がある（Robinson and Rousseau 1994）。

最悪の場合には、訢訟問題にまで発展するかもし
れない（Parks and Schmedemann 1994）。多数の実証
研究では、重回帰分析により、心理的契約の不履
行（説明変数）が従業員の態度と行動など（結果変
数）への直接的な影響を探求した。2004 年 Kichul
らは、初期の実証研究で採用された説明変数は雑多
な独立因子であるから、系統的に考察するのが難し
いと論じた。そして、組織行動論に基づいて心理的
契約の不履行の結果変数を従業員の職務態度（組織
信頼、職務満足、組織公平など）と職務行動（離職、
組織市民行動、職務成果など）に分類した。本論で
も、今までの研究に含まれる主な結果変数を態度変
数と行動変数によって整理する（図表３）。
　これらの先行研究によると、一般的に組織側によ
る心理的契約の不履行は従業員の職務満足、組織へ
の信頼、組織コミットメントの低下、そして離職
意図の増加など、マイナスの影響をもたらすこと
が、一貫して報告されている（Zhao et al. 2007）。また、
Herriot and Pemberton（1996）によれば、心理的契約
の不履行は、従業員の態度・行動に影響を及ぼすだ
けではなく、雇用関係の関係性から取引性まで変化
をもたらす。それは、従業員が一旦組織の心理的契
約の不履行を知覚したら、雇用関係のみに着目する
のではなく、さらに既得の利益にかかわる点にまで
関心を持つ、ということである。また、このような
既得の利益に対する取引的な関係が破綻すれば、一
般的に「公開交渉」、「組織への貢献を下げる」、「離職」
という３つの従業員行動を招く。心理的契約の違反
がある程度を超えれば、恐らく職場に暴力的問題が
発生する可能性も生じる（Johnson and Indvik 1994）。
　 そ れ 以 外 に、Turnley and Feldman（1999） は
EVLN モデル（Exit-Voice-Loyalty-Neglect Model）を
用いて、心理的契約の不履行に対する従業員の対処
行動を分析した。結果として、心理的契約の不履行
は「離脱」「自己開示」「問題無視」に正の影響を、「忠
誠」に負の影響を及ぼす。この結果について、Si et 
al.（2008）も実証研究を通じて検証した。
　2000 年以降、一部の研究者は心理的契約の不履
行が従業員の情緒への影響について興味を示した。
Convey and Briner（2006）は、従業員が組織の心理
的契約の不履行あるいは超過履行を知覚すると、そ
の時に感情的な反応を引き起こす。また、心理的契
約の不履行に対する知覚は、従業員の態度と行動の
変化を引き起こすだけではなく、情緒的な反応も引
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図表3.  心理的契約の不履行とその影響に関する先行研究

態度変数 影響 研究者（発表年）

職務満足

負

Robinson et al.（1994）；Robinson and Rousseau（1994）；Cavanaugh and Noe（1999）；
kickul et al. （2002）；Johnson and O’Leary-Kelly（2003）；Kickul et al. （2004）；
Sutton and Grifinn（2004）；Raja et al. （2004）；Tekleab et al. （2005）；Zhao et al. （2007）；
De Cuyper et al. （2008）

留任意図・離職意図
負
・
正

Robinson et al.（1994）；Robinson and Rousseau（1994）；Robinson（1996）；Freese 
and Schalk（1996）；Cavanaugh and Noe（1999）；Turnly and Feldman（2000）；Lo 
and Aryee（2003）；Kickul et al. （2004）；Sutton and Grifinn（2004）；Raja et al. （2004）；
Zhao et al. （2007）；Dulac et al. （2008）

組織信頼 負 Robinson and Rousseau（1994）；Robinson（1996）；Deery et al.（2006）；Dulac et al. （2008）

組織コミットメント

負

Guzzo et al.（1994）；Freese and Schalk（1996）；Cavanaugh and Noe（1999）；
Colye-Shapiro and Kessler（2000）；Lester et al. （2002）；Johnson and O’Leary-Kelly

（2003）；Kickul et al. （2004）；Raja et al. （2004）；Zhao et al. （2007）；De Cuyper et 
al. （2008）；Dulac et al. （2008）；Chen et al. （2008）；Restubog et al.（2009）；Cassar 
and Briner（2011）

組織満足 負 Robinson and Rousseau（1994）

公平感・公正感 負 Rousseau and Anton（1991）

組織アイデンティティ
（Organizational Identity）

負
Freese and Schalk（1996）

知覚された組織的支援
（Perceived Organizational 
Support）

負
Colye-Shapiro and Kessler（2000）

主観的人生満足
度（Subjective　Life 
Satisfaction）

負
De Cuyper et al. （2008）

忠誠心 負 Turnley and Feldman（2000）

行動変数 影響 研究者（発表年）

市民道徳（Civic Virtues） 負 Robinson and Morrison（1995）；Robinson（1996）；Lo and Aryee（2003）

組織市民行動
負

Dyne and Ang（1998）；Colye-Shapiro and Kessler（2000）；Turnly and Feldman（2000）；
Johnson and O’Leary-Kelly（2003）；Turnly et al.（2003）；Kickul et al. （2004）；Hui 
et al. （2004）；Zhao et al. （2007）；Chen et al. （2008）；Bal et al. （2010）

アンチシチズンシップ行動
（Anti-citizenship Behavior）

正
Kickul et al. （2001）
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き起こす。Johnson and O’Leary-Kelly（2003）も、従
業員が心理的契約の不履行を知覚すれば、組織シニ
シズムを高めるため、情緒的疲労が増えると論じ
た。神経症傾向（Neuroticism）の強い従業員は心理
的契約の不履行に対する情緒的な反応が強く、同調
性（Agreeableness）の強い従業員は心理的契約の不
履行に対する情緒的な反応が弱い（Ho et al. 2004）。

３. 媒介変数と調整作用
　Robinson（1996）は、心理的契約の研究を通じ
て、従業員は組織の心理的契約履行程度の低さに対
する知覚が直接に従業員の組織行動に影響を与えな
いが、さまざまな媒介変数と調整作用が存在すると
いう。例えば、従業員が組織の心理的契約の不履行
を知覚すると、まず組織に対する信頼と期待を下げ、
それゆえに職務態度と職務成果が低下する。すなわ
ち、組織に対する信頼と期待は、心理的契約の不履
行と従業員の組織行動の間に存在する媒介変数であ
る。しかし、公平性の高い組織に属する従業員、あ
るいは組織への高い信頼を持つ従業員が、組織の心
理的契約の不履行を知覚した場合、これらの不履行
の原因が外部環境の作用結果であると見なすために、
組織が心理的契約に完全に違反するという知覚を引
き起こすことはない（Morrison and Robinson 1997）。
すなわち、組織公平性の高さは心理的契約の不履行
が従業員の組織行動へのマイナス影響を軽減すると
いう調整作用がある。

　その後も多くの研究者が実証研究を通じて、様々
な媒介変数と調整作用を発見している。今までの
先行研究で指摘された媒介変数をまとめると、組
織サポート（Guzzo et al. 1994,Guerrero and Herrbach 
2008,Dulac et al. 2008）、期待が満たされない感覚

（Robinson 1996,Turnley and Feldman 2000）、 職 務 満
足（Turnley and Feldman 2000）、 組 織 信 頼（Pate et 
al. 2000）、組織シニシズム（Pate et al. 2000,Johnson 
and O’Leary-Kelly 2003）、情緒的コミットメント

（Restubog et al. 2006）、組織内ポリティクスの知覚
（Rosen et al. 2008）、手続き公平への知覚（Rosen et 
al. 2009）、リーダー・メンバー交換理論（Dulac et 
al. 2008）、契約違反（Cassar and Briner 2011）などで
ある。
　その一方、調整作用について、Turnly and Feldman

（1999）が提示した「心理的契約の不履行に対する
従業員の反応モデル」の中で、組織の心理的契約の
不履行と従業員の対処行動との関係を調整する要素
に個体要素、組織実務要素、労働市場という３種類
があると論じた。図表４において、今までの先行研
究によって指摘した調整変数をまとめ、公平感、忠
誠度など個体要素と、施策の公平性、人間関係の公
平性、補償するための施策、雇用関係の安定性など
組織実務要素、および離職コスト、人材のオルター
ナディブ・取引の可能性、興味がある仕事の存在な
ど雇用環境要素に整理した。

職務成果
負

Robinson（1996）；Robinson and Morrison（2000）；Kickul et al. （2002）；Lester et 
al. （2002）；Johnson and O’Leary-Kelly（2003）；Turnly et al. （2003）；Kickul et al. 

（2004）；Zhao et al. （2007）；Bal et al. （2010）

心理的撤退（Psychological 
Withdrawal）

正
Guzzo et al. （1994）；Robinson（1996）；Turnly and Feldman（1999）；Lo and Aryee（2003）

職務逸脱 正 Turnly and Feldman（2000）

欠勤 正 Freese and Schalk（1996）；Johnson and O’Leary-Kelly（2003）；Deery et al.（2006）

離職行為 正 Robinson and Rousseau（1994）；Robinson（1996）；Zhao et al. （2007）

組織内の協働 負 Deery et al.（2006）

規範を逸脱した行動
（Deviant Behaviour）

正
Chui and Peng（2008）
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図表4.  先行研究リスト：心理的契約に関する調整作用

分類 調整変数 調整作用 研究者（発表年）

個体要素 出世主義 心理的契約の不履行が組織信頼への負の影響を
加重する

Robinson and Rousseau
（1994）

過去転職の成功経験 心理的契約の不履行が離職意図への負の影響を
加重する

Taylor et al.（1996）

組織への信頼 心理的契約の不履行に対する知覚を軽減する Robinson（1996）

職位の高さ 心理的契約の不履行に対する知覚程度を調整す
る

Porter et al. （1998）

非自発的失業経験 キャリア開発に関する心理的契約要素の不履行
に対する知覚を軽減する

Cavanaugh and Noe（1999）

社会化プロセス 心理的契約の不履行に対する知覚を加重する Robinson and Morrison（2000）

過去に心理的契約の不履行
を知覚した経験

心理的契約の不履行に対する知覚を加重する Robinson and Morrison
（2000）;Lo and Aryee（2003）

過去のレイオフ経験 心理的契約の不履行に対する知覚を加重する、
心理的契約の不履行が組織信頼とコミットメン
トへの負の影響を加重する

Pate et al.（2000）

互恵性の規範に対する受容
性

心理的契約の履行が組織市民行動への正の影響
を加重する

Conway and Briner（2002）

敵対的帰属傾向 心理的契約の不履行が従業員の逸脱行為への正
の影響を加重する

Chiu and Peng（2008）

メンター関係 心理的契約の不履行と組織サポートとの関係を
調整する

Zagenczyl et al. (2009)

組織実務 組織サポート 心理的契約の不履行が離職意図への正の影響
とコミットメントへの負の影響を軽減する

（2005）; 心理的契約の不履行が職務成果、組織
市民行動への負の影響を加重する（2010）

Tekleab et al. （2005）；Bal et 
al.（2010）

仕事の責任 心理的契約の不履行が離職意図への負の影響を
加重する

Taylor et al.（1996）

手続きの公平性 心理的契約の不履行が離職意図（1999，2002）、
職務満足（2002）、職務成果（2002）、組織市民
行動（2002）への負の影響を軽減する

Turnley and Feldman（1999）；
Kicul et al. （2002）

心理的契約の不履行の正当
性

心理的契約の不履行が離職意図への負の影響を
軽減する

Turnley and Feldman（1999）

リストラクチャリング×所
属

心理的契約の不履行に対する知覚程度を調整す
る

Turnley and Feldman（1999）

給与の低下 心理的契約の不履行に対する知覚を加重する、
心理的契約の不履行が組織信頼とコミットメン
トへの負の影響を加重する

Pate et al.（2000）
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　心理的契約の理論的基礎は、法学、経営管理論、
経済学、社会組織論、および心理学などの分野に
関わる学術研究に関係する。これらの学術研究は、
経済学の取引コスト理論（Transaction Cost Theory）、
社会組織論の社会的な交換理論（Social Exchange 
Theory）、心理学の期待理論（Expectancy Theory）、
公平理論（Equity Theory）、そしてシェマ理論（Schema 
Theory）を含んでいる。

１. 社会的な交換的理論
　Homans に代表される社会取引理論において、任
意の社会的行為は、各個人が己の利得の最大化を指
向することに帰結する「取引（Bargaining）」である、
とされる。あらゆる社会的行為は、何らかの形で交
換の性格を帯びるが、他人との相互作用を出現また
は想定させるとともに、合理的な考量の過程を伴う。
そのため、雇用行動あるいは雇用関係は一連の交換
であり、これらの交換の中核が「互惠的な規範（Norm 

of Reciprocity）」であると考える。すなわち、社会
取引理論によると、心理的契約を従業員と組織の間
に存在している特別な交換行為と見なす。こうした
交換行為について、当事者が互いに財物の所有権を
移転するだけではなく、情報や知的財産権や情緒な
どを移転の対象とする。
　いかなる交換も合理性の問題と関連する。この問
題に対しては、取引コスト理論が有効に説明できる。
雇用関係のなかで、従業員と組織との両方はコスト
と利得のバランスに基づいて、交換の合理性を評価
する。交換の合理性と自らの期待が一致しない場合、
当事者が①相手と交渉；②一方的に自らの貢献を減
らす；③一方的に交換を中止する；ことを行う。同
様に、心理的契約について、交換の内容は雇用関係
が開始された時点で定着するのではなく、組織社会
化の期間を通じて、個人の成長と組織の変化ととも
に、組織と従業員とが相互に調整し合うなかで、お
互いに対する期待を徐々に形成していくが、交換の
内容も調整されていく。もし組織あるいは従業員が
相手の期待に応えられない時、雇用関係にとって容

フラット化組織の導入 心理的契約の不履行に対する知覚を加重する、
心理的契約の不履行が組織信頼とコミットメン
トへの負の影響を加重する

Pate et al.（2000）

個人へのコミュニケーショ
ンの不足

心理的契約の不履行に対する知覚を加重する、
心理的契約の不履行が組織信頼とコミットメン
トへの負の影響を加重する

Pate et al.（2000）

訓練教育の機会の欠如 心理的契約の不履行に対する知覚を加重する、
心理的契約の不履行が組織信頼とコミットメン
トへの負の影響を加重する

Pate et al.（2000）；Guest 
and Conway（2002）

組織業績の低下 心理的契約の不履行に対する知覚を加重する Robinson and Morrison（2000）

雇用の外部化程度 心理的契約の不履行に対する知覚を加重する George（2003）

組織の変化 心理的契約の不履行に対する知覚を加重する Lo and Aryee（2003）

リーダーメンバー交換理論
（LMX：Leader-Member-
eXchange Model）

心理的契約の不履行が組織市民行動への負の影
響を加重する

Restubog et al. （2010）

労働市場 転職の可能性 心理的契約の不履行が離職意図への負の影響を
加重する

Turnley and Feldman（1999）；
Robinson and Morrison（2000）

外部市場からの圧力 心理的契約の不履行が組織信頼への負の影響を
軽減する

Deery et al. （2006）

社会的交換関係 心理的契約の不履行が職務成果と組織市民行動
への負の影響を加重する

Bal et al. （2010）

Ⅲ．心理的契約の理論的基礎
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易ならぬこと（例え、懲戒処分、職務怠慢、欠勤、
離職など）を招く。

２. 法学と心理的契約
　法学は、「交換」に「契約」と同じ定義を与えた。
契約においては、書面契約という契約書に限らず、
文章化できない契約もたくさんある。例えば、ビジ
ネス上の取引において、文章化された契約には書き
きれない、多様な相互期待が成立している。しかし
ながら、当事者と相手との間にお互いに何を提供し
あうかという相互期待の多くが文章化されないまま、
形 成・ 維 持 さ れ て い る（Macaulay 1963,Rousseau 
1995）。いくつかの契約が文章化できないのは、文
章化された契約自体が必然的に不完備なものだから
であろう（Rousseau 1989, Milgron and Roberts 1992,
服部 2011）。この理由は以下の４つである。①当事
者が契約書を作成する時点で、全ての必要な情報を
手に入れることができないように、人間が本来的
に備えている情報探索能力には限界がある（Simon 
1956）。②将来の環境の変化への予測が、基本的
に不可能だからである（Macaulay 1963,Williamson 
1975）。③契約の参加者間で保有している情報が
対等ではないという情報の非対称性（Asymmetric 
Information）があるので、「隠された情報」と「隠
された行動」を引き起こす問題がある。④人間にお
ける自然言語の曖昧さという問題もある。契約の両
方が自らの経験に基づいて、同じ言葉に対する理解
の意味と程度が異なる。また、現有の言葉では、説
明したい意味を文章で完全に述べることはできない。
これらはいずれも、Simon（1955）のいう「限定さ
れた合理性（Bounded Rationality）」の問題に関わっ
ている。すなわち、完備な契約書の作成には、契約
当事者は現時点で把握できる情報と未来への変化に
対する予期について、完璧に備えることは難しく、
合理性の限界がある（Rousseau 1995）。研究者らは、
契約書の不完備性に対する認識の下で、契約の形成・
維持に関する問題については、さまざまな研究方
向に分かれる。例えば、Macneil（1981）が提唱し
た関係的契約理論、Grossman and Hart（1986）、Hart 
and Moore（1988）が提唱した不完備契約理論など
である。以上の論点をまとめると、心理的契約は①
書面契約のなかの曖昧な意思表示と文章のうらに隠
された意思表示に関する部分と；②書面契約のなか
に記載されない部分をも含んでいる。法学において、

書面契約は一般的に法律によって履行が担保される。
一旦、書面契約を行えば、それを不履行したならば、
法的な制裁・処罰が必ず課される。しかしながら、
心理的契約の場合は、法的な約束を避けることに代
わって、社会的な関係における評判にかかわる評価
を受ける（Macneil 1985）。当事者にとって、短期的
な利益のために一回限りでも心理的契約に反すると、
社会関係における評判を低下させ、今後の契約に支
障を生じる長期的な損失をともなう。そして、この
ような意識を持つ当事者は、社会関係を長期継続的
に維持したいために、心理的契約を履行するよう拘
束される。まとめると、社会関係の存在が心理的契
約の履行に対して拘束力をもっている。書面契約の
変更は、契約双方の同意を得なければいけない。そ
れに対して、心理的契約は一方的、恣意的、利己的
に変更・破棄させられる（Guest 1998）。以上の論点
はいずれも、心理的契約と書面契約との相違点であ
る。

３. 心理学と心理的契約
　近年、心理的契約は組織学と組織心理学のいずれ
も注目すべきテーマである。組織心理学で普遍的に
採用される心理アセスメントは心理的契約の研究に
実証研究手段を提供している。また、組織心理学の
中のリーダーシップ、組織サポート、組織市民行動
の概念と実証研究の結果は心理的契約の研究にも取
り入れられ、研究の枠組みがさらに発展してきた。
　しかしながら、Meckler et al.（2003）は、現在
の心理的契約に関する研究がエージェンシー問題

（Agency Problem）、 取 引 コ ス ト 理 論（Transaction 
Cost Economics）、行動測定（Behavior Measurement）
などを中心に行われ、心理的契約に関する心理的要
素を軽視しているので、心理的契約に関する研究が
基礎心理学の枠組みに復帰すべきだという。例えば、
認知心理学の観点からみると、心理的契約は、従業
員と組織との両方が雇用関係を含む相互的な義務に
対する認知・知覚の「心理的コード」あるいは「認
知と感覚の複合体」であり、従業員の意識のうえで
相互期待への知的理解の構造化が高次化されたシェ
マである（Rousseau et al. 1998）。Rousseau（2003）は、
心理的契約の研究においては、心理過程に限るべき
でなく、シェマ（Schema）の形成、維持、変化と
合意の動態維持を重視する必要がある、という。心
理的契約のシェマに関する研究を通じて、心理的契
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約の形成過程と、従業員が雇用関係の相互期待に対
して、いかに知覚・理解・説明するかということと、
いかに反応・行動するのかということをもっと直観
的に、簡明的に表現することが可能である。

４. 心理的契約と期待
　心理的契約の概念に関する研究のなかで、
Levinson et al.（1962）と Schein （1965）は、心理的
契約における一連の期待までを定義した。しかしな
がら、心理的契約と期待とは、性質上、さまざまな
共通点があるけれども、まったく同じのものではな
い（Chen 2008）。
　すべての心理的契約は、従業員と組織との間の交
換的なものである。逆に、期待は、従業員の一方的
な組織への願いである可能性がある。すなわち、期
待には、時において、片務的（One-Sided）性質があり、
心理的契約は、双務的（Bilateral）性質である。さ
らに、期待は、当事者の単純な心理作用である。そ
れに対して、心理的契約は、現実にすでに存在する
双務協定（あるいは知覚上の両方関係）を前提に形
成される（Rousseau 2003）。したがって、心理的契
約の履行においては、期待が外れれば、当事者に及
ぼす影響が大きい。研究者は、「期待のはずれ」と「心
理的契約に背き」に関する研究を通じて、期待のは
ずれが当事者の失望と意気消沈を招くこと、一旦心
理的契約に背いたら、当事者に憂悶、沮喪、憤怒な
どの強い感情を惹起することを確認した（Robinson 
and Rousseau 1994）。

５. その他
　Rousseau（1997）は、組織コミットメント、シ
チズンシップ、信用（Trust）が心理的契約の重要
な構成要素である、という。Millward and Hopkins

（1998）、Kickul and Lester（2001）は、実証研究を通
じて、組織コミットメントと心理的契約のけじめを
明らかにした。心理的契約は、従業員と組織との動
態的・相互的な（Dynamics of Mutuality）感情の作
用を研究の射程に入れている。他方で、組織コミッ
トメントは、従業員が組織に対する感情を一方的に

（Unilateral）示すことを研究する。実証研究によれば、
心理的契約の履行の程度が組織コミットメントに影
響を与えている（山岡 2006）。
　知覚された組織的支援（Perceived Organizational 
Support）は、定義された範囲が心理的契約よりも

狭い。知覚された組織的支援とは、雇用関係のなか
で組織の従業員に対する義務に関して、従業員に
よって知覚された部分である。心理的契約が含める
組織の義務には、組織的支援の外に、公平性や個人
尊重や生活保障などもある。従って、雇用関係の研
究に関してみると、知覚された組織的支援の研究は、
心理的契約の研究と比較して、全面的とはなってい
ない（Aselage and Eisenberger 2003）。

　ここまで、今までの心理的契約に関する研究につ
いて、どのような問題意識のもとで、どのような研
究が蓄積されてきたのかということをまとめて論じ
た。しかしながら、先行研究の中にも様々な問題が
存在する。ここで、先行研究の問題点と残された課
題について指摘しておきたい。
　まず、研究内容の限界である。
　現在までのところ、心理的契約の形成の原因と具
体的形成過程に関する研究はそれほど多いとは言え
ない。心理的契約は、静止的なモデルではなく、ひ
とつの変化のシステムであるから、動態的な時系列
の中で、心理的契約の内容、構造、履行状況、雇用
形態への影響が絶えず変化する。しかしながら、心
理的契約の形成過程に関する研究が欠如しているた
め、具体的な職場における心理的契約のダイナミッ
クス（動態的な過程）が考察できていない（Rousseau 
2001）。従って、心理的契約の形成原因と具体的な
形成過程を研究する必要がある。
　多数の実証研究が、組織による心理的契約の不履
行が従業員の職務態度・職務行動にどのような影響
を及ぼすかについて関心を寄せているが、従業員が
心理的契約を履行しなければ、どのような組織の反
応を招くという側面は見逃されていた。先行研究が
指摘するように、心理的契約は、組織と従業員の互
惠的な交換である。組織と従業員とのかかわり合い
は互惠的な関係であるので、組織側が心理的契約を
履行しなければ、従業員の態度と行動の変化を招く。
そして、逆に従業員による心理的契約の不履行は、
組織施策の変化あるいは組織変革を招くかもしれな
い。
　多数の先行研究は、組織による心理的契約の不履
行がいかに従業員の態度と行動変化をもたらすこと
について関心を寄せていた。2004 年以降、一部の

Ⅵ．先行研究の問題点
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研究者は組織による心理的契約の不履行に対する従
業員の情緒的な反応にも興味を示してきた。しか
し、態度理論によれば、態度は「情緒」「認知」と

「行動」の三つの要素を含んでおり、情緒の変化に
伴い、認知や行動の変化が起こる。しかし、情緒的
な反応はほとんど測定されず、態度と行動によって
示されるケースが多い。情緒的変化は、組織による
心理的契約の不履行と従業員の態度と行動との間に
存在している媒介変数として捉えられることが多い。
これらの研究は情緒的な反応を軽視している。とこ
ろが、個人が持っている負の情緒は、知らないうち
に周りの人に伝染しているという潜在的な影響があ
る。または、長期的に負の情緒が累積すると、心理
的疲労が引き起こされ、心の病気（自傷、自殺、う
つ病、暴力傾向など）や生理の疾病になる可能性が
ある。身体障害、能力障害などの職務遂行能力の喪
失・低下と職務同僚・組織への暴力などの営業妨害
というひどい結果を招くこともある。すなわち、組
織による心理的契約の不履行に対する従業員の情緒
的な反応も雇用関係へ直接的な影響を及ぼす。それ
ゆえ、従業員の情緒に対する研究が必要と思われる。
　また、心理的契約の超過履行に関する研究がとて
も少ない。もちろん、従業員が組織による心理的契
約の超過履行を知覚したら、当日ポジティブな感情
を引き起こす（Convey and Briner 2006）。しかしな
がら、組織が長期的に心理的契約を超過履行したら、
あるいは心理的契約の超過履行の程度が高すぎるな
ら、従業員は自分が組織にとって代替性が低いとい
うような意識を持ち、職務怠慢と職務逸脱を招く可
能性が高い。例えば、中国には公務員の失礼な態度
や職務怠慢という問題が普遍に存在する。その原因
は、公務員にとって、採用試験が難しいけれども、
終身雇用制がある。さらに、公務員の待遇が高いけ
れども評価制度が緩んでいるから、一部分の公務員
は雇用の安定性が高い、職務怠慢をしても自分の仕
事に容易ならぬことを招かないと考える。その一方、
組織はインセンティブとなるため、心理的契約を超
過履行した場合は、互惠的な交換によって従業員が
日々でもっと多い精力と労力を仕事に投入した。し
かしながら、長い時間を通じて、毎日仕事に精一杯
努力する従業員は過度の緊張を感じてストレスがた
まるから、バーンアウト（Burnout）してしまう可
能性が高い。つまり、組織による心理的契約の不履
行だけではなく、超過履行も雇用関係にマイナス影

響を及ぼすかもしれない。従って、心理的契約の超
過履行に対する研究が将来の一つの重要な課題であ
ると考えられる。
　本論の冒頭で論じたように、現実の経営活動の中
に、雇用関係について予想以上に不合理のことがよ
く見つけられる。それは実際の経営の文脈では、さ
まざまな影響要因（外在的な環境要因と内在的な個
人要因）が存在するから、組織による心理的契約の
不履行と従業員の態度と行動との関係が一定である
とは限らない。すなわち、組織が合理的に設計され
たとしても、組織を取り巻く環境の威力が合理的な
意思決定を阻害すること、組織を構成する人間の行
動は本来、情動に差配され、組織の合理的なデザイ
ンの実現を阻害することという非合理性が存在す
る（田尾 2003）。従って、実際の経営の中では、組
織による心理的契約の不履行にもかかわらず、多く
の場合、雇用関係は変えずに維持され続けているし、
従業員は依然として自己の義務を履行する可能性が
高いと予想できる。さらに、組織側による心理的契
約の不履行が頻繁に発生すると、そのことが従業員
の態度・行動に負の影響を与えているにも関わらず、
雇用関係そのものは維持されるとすれば、そこでは
当事者による何らかの調整作用が働いているはずで
あると考えられる（服部 2013）。今までの先行研究
は、非合理的な組織要素についてほとんど論じられ
なかった。従って、組織による心理的契約の不履行
がもたらす雇用関係の変化はまだ十分に解明されて
いないと言える。
　つぎに、先行研究について研究方法の限界もある。
　今まで、大部分の実証研究は横断的研究を採用す
るため、時間経過による変化を考慮した因果関係に
ついては言及することが出来できない。一部の研究

（Robinson and Rousseau 1994,Taylor et al. 1996,De Vos 
et al. 2003,Sutton and Griffin 2004,Lester et al. 2007,Ng 
and Feldman 2008,Boswell et al. 2009,De Vos and Freese 
2011,Lee et al. 2011 など）は、時系列調査という縦
断的研究を採用したけれども、ただ組織加入前後、
特定な組織施策を導入する前後、リストラクチャリ
ング前後、他社へ派遣される前後の二つ時点で、従
業員が知覚した心理的契約の内容の変化と不履行及
びそれに対する雇用関係の変化を検討した。しかし
ながら、心理的契約はキャリアという長期的な時間
のなかで捉え、心理的契約が形成・調整される過程
に関する動態的な視点が欠かせないにもかかわらず、
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キャリアという長期的な時間のなかでの研究はほと
んどされていない。長期的な時間の問題に配慮する
必要があるため、今後の研究では、キャリアの各段
階の時系列考察などの縦断的調査を取り込む必要が
ある。
　研究方法に関するもう一つの課題は測定尺度であ
る。今まで研究は、従業員が実際に知覚した心理的
契約の項目に対する履行状況関しての５点順序尺度
で測定を行った。ただし、服部（2011）は従業員が
知覚した心理的契約項目の履行状況を測定すると同
時に、従業員のその項目に対する期待水準も５点順
序尺度で測定する必要があると論じた。その理由に
ついて、彼は、ある心理的契約項目に対する従業員
の期待水準が低い場合、たとえ組織がその心理的契
約項目を履行しなくても、従業員の態度と行動も変
わらないため、従業員の期待水準も重要な測定尺度
である、と論じた。それ以外に、別の理由も考えら
れる。例えば、従業員が知覚した心理的契約項目の
履行状況と自己の期待水準が乖離した場合は、直ち
に従業員の態度・行動の変化を招かないが、まず、
自分で自己の期待水準の合理性を判断・評価した後
に調整する。もし、自己の期待水準に十分な合理性
があれば、知覚した心理的契約項目の履行状況と自
己の期待水準の乖離が従業員の態度的・行動的な反
応を招く。すなわち、従業員の組織による心理的契
約の不履行に対する知覚と、それに対する態度・行
動の変化の間に、期待水準の自己調整という過程・
作用が存在することになる。過去の研究では測定尺
度の問題を抱きながら、こうした自己調整過程・作
用が無視されている。
　最後に、先行研究に関するもうひとつの問題は、
研究対象の限界である。
　これまでの実証研究では、ほとんど軍隊、製造業
企業、大学あるいは研究機構を対象としていたが、
非正規従業員を対象とした研究は非常に少ない。こ
れらの研究対象については、正規雇用を基盤とし、
心理的契約は雇用契約書の上での、追加的・補助的
なものである。雇用関係の主な影響要因は、雇用契
約書であるが、心理的契約は、組織の雇用関係に対
する独立的な説明力が欠けていると考えられてきた。
その一方、近年、雇用の多様化と柔軟性の向上の影
響を受け、アルバイト、派遣などの非正規雇用の増
加に伴い、雇用契約の柔軟性が高まり、雇用契約の
約束力が弱まるという傾向が増えてきて、本来は法

律違反では雇用するケースも見られる。従って、雇
用関係の多様化の影響を受けて、心理的契約の内容、
機能などこれまでの先行研究と異なる結果を示す可
能性がある。
　先行研究においては心理的契約に関する定義の狭
義性問題もある。Rousseau は心理的契約に関する
実証研究の実現性を図るために、心理的契約を個人
レベルで提示した。しかしながら、心理的契約は組
織と従業員との間にある合意（交換）である。合意
形成というのは、二つ以上の関係者の主観的意識の
上に、根底にある多様な価値を顕在化させ、相互の
意見の一致を図る過程である。従って、心理的契約
の形成・発展過程の中で、組織の主観的意識は一つ
の重要な調査要素となる。すなわち、従業員だけ
ではなく、組織も対象として研究しなければなら
ない。そして、Schein の理念を支持する研究者らは、
Rousseau の考えは偏っており、彼女の心理的契約の
定義は狭義的な定義であると指摘している。例えば、
Herriot and Pemberton（1997）は、Rousseau の心理的
契約の定義は心理的契約の形成過程を軽視している、
という。Tsui et al.（1997）は、心理的契約は従業員
と組織との両方から検討すべきであり、組織の測定
にあたっては組織のエージェントを対象とすべきだ、
と考えている。Guest（1998）は、Rousseau の心理
的契約の定義について、「交渉」という要素が省略
されている、また組織の構成によっては心理的契約
研究の次元性を欠くという問題が出るという。近年、
従業員組合や組織内のグループなどを対象としての
研究が盛んになり、マルチレベルの研究方法は組織
心理学研究でも行わされてきた。そして、心理的契
約に関する研究についても、組織レベルでの研究方
法は開発されてきているが、組織を対象としての実
証研究の展開が今後の研究のひとつの重要な課題に
なる。

　本稿では、心理的契約に関する先行研究を整理す
るため、まず心理的契約の定義、内容と構造に関す
る研究を概観した上で、心理的契約の概念を明確に
した。さらに、先行研究における心理的契約の不履
行に関する実証研究を、不履行とその及ぼす影響、
調整作用と媒介変数による３つの視点に分類して総
括した。これらの先行研究を通じて、これまでの心

Ⅴ．おわりに
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理的契約に関する研究成果を全面的、系統的に認識
することができた。最後に、心理的契約の理論基礎
と先行研究の問題点を検討し、今後の課題について
検討を行った。
　先行研究は今後の心理的契約の尺度開発と心理的
契約の測定にとって極めて大きな示唆を与えている。
しかし、課題も数多く残されている。例えば、製造
業などの日本企業が「終身雇用」という神器を抱く
ことに対して、飲食業などのサービス企業はアルバ
イト、パートタイムを多数雇用している。心理的契
約の視点により、非正規雇用と正規雇用と比較し、
雇用関係に対する知覚・調整の相違に関する研究が
ほとんど行われていない。また、組織による心理的
契約の不履行に関する研究について、不合理性の視
点、従業員の期待水準という測定尺度、従業員の情
緒的・態度的・行動的反応という３次元の結果変数
を導入し新たな研究を試みることが望ましいと思わ
れる。さらに、組織レベルの実証研究方法を開発し
て、キャリアの時系列などの縦断的調査を行うこと
が、将来の重要な課題になると考えている。

注

１　心理的契約の概念源泉はMayo et al.が1924から1932年
にかけて行なったホーソン実験に基づいて提示された
ホーソン効果とBarnardが1938年に発表した組織協働論
である。これらの研究は雇用双方の関係に関する説明を
する場合に、従業員と組織の間の現実的な雇用関係だけ
ではなく、組織と個人の関係が物理的で客観的な要素だ
けではなく、心理的な要素も含むという認知を示した。
しかし惜しいのは、Mayo et al.の雇用研究にも、Barnard

の組織協働論にも、心理的な要素を、単一の独立の概念
として、体系化した研究が行われなかった、という点で
ある。

２　Rousseau（1995）は、取引的な契約の特徴は、①現実
の経済的な交換、および基本的な激励要因は、具体的な
経済条件である；②限定された時期性がある（例：短期
雇用、2・3年間の勤務）；③個人の仕事への有限的な貢
献に着目する；④フレキシビリティーを欠くので、変更
に応じるなど、交渉の必要がある；⑤現時点での個人が
持つスキル・経験に主眼がおかれ、技能の発展を考えな
い；⑥具体的な条件に対して承諾を与え、はっきりと述
べることで、他者にも理解できる；である。逆に、関係
的な契約の特徴は、①経済的な交換と心理的な感情の投

Anderson,Neil., Schalk,René., 1998,”The psychological con-

tract in retrospect and prospect”,Journal Of Organizational 

Behavior Special Issue:The Psychological Contract At Work, 

Vol.19, No.S1, pp.637–647.

Argyris,Chirs.,1960, Understanding Organizational Behavior, 

Homewood,Ill.: Dorsey Press.

Aselage,Justin., Eisenberger,Robert.,2003,”Perceived organi-

zational support and psychological contracts: A theoretical 

integration”,Journal Of Organizational Behavior, Vol.24, 

No.5, pp.491-509.

Bal,P.Matthijs.,Jansen,Paul G.W., Lange, Annet H.de.,Rousseau, 

Denise M., 2010, “The role of future time perspective in psy-

chological contracts: A study among older workers “, Journal 

of Vocational Behavior, Vol.76, No.3, pp.474-486.

Boswell, Wendy R., Shipp, Abbie J., Payne, Stephanie C., Culb-

ertson, Satoris S., 2009, “Changes in newcomer job satisfac-

tion over time: Examining the pattern of honeymoons and 

hangovers”, Journal of Applied Psychology, Vol.94, No.4, 

pp.844-858.

Cassar, Vincent., Briner Rob B., 2011, “The relationship be-

参考資料

入という双方面を主眼するが、激励要因は個人、家庭の
生活など広範囲な要因と関連する；②開放性の関係パ
ターンと時限パターン；③多くの従業員の貢献と組織の
支援に着目する；④契約の期限までに、ダイナミック
的、持続的、主観的に変更する；⑤全面的な雇用関係
（個人の成長、キャリアの開発など含む）を考える；⑥
書面的な部分もあり、個人の主観的・暗黙的な部分もあ
るから、他者が理解しがたいと思う；である。

３　「協働的な契約」とは、従業員と組織が良好な人間関
係・職場環境を維持し、協働、集団的な志向である。

４　一部の研究者は「Breach」の代わりに「Discrepancy」
を用いる。二つの単語の意味は同じ。

５　1997年前に、研究者らは心理的契約の「不履行」
と「違反」が同一の概念として用いる。しかしなが
ら、Morrison and Robinson（1997）は「Breach」との
言葉が単に認知的な体験であると表現する、しかも
「Violation」との言葉が認知的な体験の上、感情的な体
験もあるとの意味もほのめかすが、失望と憤怒との感情
ブレンドである、と論じたが、「不履行」と「違反」が
明確に区分された。しかし、それ以降の多数の研究は相
変わらず二つの概念が混用されている。



68

tween psychological contract breach and organizational 

commitment: Exchange imbalance as a moderator of the 

mediating role of violation”,  Journal of Vocational Behavior, 

Vol.78, No.2, pp.283-289.

Cavanaugh, Marcie A., Noe, Raymond A., 1999, “Antecedents 

and consequences of relational components of the new psy-

chological contract”, Journal Of Organizational Behavior, 

Vol.20, No.3, pp.323-340.

Chen, ZhenXiong., Tsui, Anne S. Zhong, Lifeng., 2008, “Reac-

tions to psychological contract breach: A dual perspective”, 

Journal Of Organizational Behavior, Vol.29, No.5, pp.527-

548.

Chiu, Su-Fen., Peng,Jei-Chen., 2008, “The relationship between 

psychological contract breach and employee deviance: The 

moderating role of hostile attributional style”, Journal of Vo-

cational Behavior, Vol.73,No.3,pp.426-433.

Conway, Neil., Briner, Rob B., 2002, “A daily diary study of 

affective responses to psychological contract breach and 

exceeded promises”,  Journal of Organizational Behavior, 

Vol.23,No.3,pp.287-302.

Conway, Neil., Briner, Rob B., 2006, Understanding Psycho-

logical Contracts at Work: A Critical Evaluation of Theory 

and Research, Oxford University Press.

Coyle-Shapiro, Jackie., Kessler, Ian., 2000, “Consequences of 

the psychological contract for the employment relationship: A 

large scale survey “,  Journal of Management Studies, Vol.37, 

No.7, pp.903–930.

Coyle-Shapiro, Jacqueline A-M., Neumanb, Joel H., 2004, “The 

psychological contract and individual differences: The role 

of exchange and creditor ideologies”, Journal of Vocational 

Behavior, Vol.64, No.1, pp.150–164.

Deery, Stephen J., Iverson, Roderick D. Walsh,Janet T., 2006, 

“Toward a better understanding of psychological contract 

breach: A study of customer service employees “,Journal of 

Applied Psychology, Vol.91, No.1, pp.166-175.

De Cuyper,Nele., De Witte, Hans., 2006, “The impact of job in-

security and contract type on attitudes, well-being and behav-

ioural reports: A psychological contract perspective”, Journal 

of Occupational and Organizational Psychology, Vol.79, 

No.3, pp.395–409.

De Cuyper,Nele., De Jong, Jeroen., De Witte, Hans., Isaksson, 

Kerstin., Rigotti, Thomas., Schalk, René., 2008, “ Literature 

review of theory and research on the psychological impact 

of temporary employment: Towards a conceptual model “,  

International Journal of Management Reviews, Vol.10, No.1, 

pp.25–51.

De Vos, Ans., Buyens, Dirk., 2003, “Psychological contract de-

velopment during organizational socialization: Adaptation to 

reality and the role of reciprocity”,Journal of Organizational 

Behavior , Vol.24, No.5, pp.537-559.

De Vos,Ans., Buyens, Dirk ., Schalk, René., 2005, “ Making 

sense of a new employment relationship: Psychological con-

tract-related information seeking and the role of work values 

and locus of control”, International Journal of Selection and 

Assessment,Vol.13, No.1, pp.41-52.

De Vos,Ans.,Freese,Charissa., 2011, “ Sensemaking during 

organizational entry: Changes in newcomer information 

seeking and the relationship with psychological contract 

fulfilment”, Journal of Occupational and Organizational 

Psychology,Vol.84, No.2, pp.288-314.

Dyne, Linn Van., Ang, Soon., 1998, “ Organizational citizenship 

behavior of contingent workers in Singapore”,The Academy 

of Management Journal, Vol.41,No.6, pp.692-703.

Dulac, Tanguy., Coyle-Shapiro, Jacqueline A-M., Henderson, 

David J., Wayne, Sandy J., 2008,, “Not all responses to breach 

are the same: the interconnection of social exchange and psy-

chological contract processes in organizations”,The Academy 

of Management Journal ,Vol.51,No.6,pp.1079-1098.

Freese,Charissa., Schalk,René., 1996, “Implications of differ-

ences in psychological contracts for human resource man-

agement”, European Journal of Work and Organizational 

Psychology,Vol.5, No.4, pp.501-509.

George, Elizabeth., 1966,, “ External solutions and inter-

nal problems: The effects of employment externaliza-

tion on internal workers’ attitudes”,Organization Science 

,Vol.14,No.4,pp.386-402.

Gibson,R.O.,1966,, “Toward a conceptualization of absence be-

havior of personnel in organizations”,Administrative Science 

Quarterly ,Vol.11,No.1,pp.107-133.

Guerrero, Sylvie., Herrbach, Olivier., 2008, “The affective un-

derpinnings of psychological contract fulfilment “, Journal of 

Managerial Psychology, Vol.23, No. 1, pp.4-17.

Guest, David E., 1998, “Is the psychological contract worth tak-

ing seriously? “, Journal of Organizational Behavior, Vol.19, 

No.S1, pp.649-664.

Guest, David E., Conway,Neil., 2002, “Communicating the 

psychological contract: an employer perspective “,  Human 

Resource Management Journal, Vol.12, No.2, pp.22-38.



「心理的契約」に関する考察：回顧と今後の展望　69

Guzzo,Richard A., Noonan, Katherine A., Elron, Efrat., 1994, “ 

Expatriate managers and the psychological contract “, Jour-

nal of Applied Psychology, Vol.79, No.4, pp.617-626.

Guzzo, Richard A., Noonan, Katherine A., 1994, “ Human 

resource practices as communications and the psychologi-

cal contract “, Human Resource Management, Vol.33, No.3, 

pp.447-462.

Grossman, Sanford J., Hart, Oliver D., 1986, “The costs and 

benefits of ownership: a theory of vertical and lateral integra-

tion”, Journal of Political Economy,Vol.94,No.4,pp.691-719.

Hart,Oliver D., Moore, John., 1988, “Incomplete contracts and 

renegotiation”, Econometrica, Vol.56,No.4,pp.755-785.

Hauw,Sara De., De Vos, Ans., 2010, “Millennials’career per-

spective and psychological contract expectations: Does the 

recession lead to lowered expectations? “ Journal of Business 

and Psychology, Vol.25, No.2, pp.293-302.

Henderson, David J., Wayne, Sandy J., Shore, Lynn M., Bom-

mer, William H., Tetrick Lois E., 2008, “Leader–member 

exchange, differentiation, and psychological contract fulfill-

ment: A multilevel examination”, Journal of Applied Psychol-

ogy, Vol.93, No.6, pp.1208-1219.

Herriot, Peter., Pemberton, Carole., 1996, “Contracting careers”, 

Human Relations, Vol.49, No.6, pp.757-790.

Herriot, Peter., Pemberton, Carole., 1997, “Facilitating new 

deals “, Journal: Human Resource Management Journal, Vol. 

7, No.1, pp.45-56.

Herriot, Peter., Manning, W. E. G., Kidd, Jennifer M., 1997, 

“The content of the psychological contract “,British Journal 

of Management, Vol.8, No.2, pp.151-162.

Hess, Narelle., Jepsen, Denise M., 2009, “Career stage and 

generational differences in psychological contracts”, Career 

Development International, Vol.14, No.3 ,pp.261-283.

Hiltrop,Jean M., 1995, “The changing psychological contract: 

The human resource challenge of the 1990s”, European Man-

agement Journal, Vol.13, No.3, pp.286-294.

Ho, Violet T., Weingart, Laurie R., Rousseau,Denise M., 2004, 

“Responses to broken promises: Does personality matter?”, 

Journal of Vocational Behavior, Vol.65, No.2 , pp.276-293.

Ho, Violet T., Levesque, Laurie L,2005, “With a little help from 

my friends (and substitutes): Social referents and influence 

in psychological contract fulfillment”, Organization Science, 

Vol.16, No.3 , pp.275-289.

Ho,Violet  T. ,Rousseau,Denise M.,  Levesque,Laurie 

L.,2005,”Social networks and the psychological contract: 

Structural holes, cohesive ties, and beliefs regarding employ-

er obligations”,Human Relations,Vol.59,No.4,pp.459-481.

Hui,Chun., Lee,Cynthia., Rousseau, Denise M.,2004, “Psycho-

logical contract and organizational citizenship behavior in 

China: Investigating generalizability and instrumentality”, 

Journal of Applied Psychology, Vol.89,No.2,pp.311-321.

Johnson, Jonathan L., O’Leary-Kelly, Anne M., 2003, “The 

effects of psychological contract breach and organizational 

cynicism: Not all social exchange violations are created 

equal”, Journal of Organizational Behavior , Vol.24, No.5, 

pp.627-647.

Johnson, Pamela R.,Indvik, Julie., 1994, “Workplace violence: 

An issue of the nineties”, Public Personnel Management , 

Vol.23, No.4 ,pp.515-523.

Kissler, Gary D., 1994, “The new employment contract”,  Hu-

man Resource Management, Vol.33, No.3, pp.335-352.

Kickul, Jill., Lester, Scott W. , 2001, “Broken promises: Equity 

sensitivity as a moderator between psychological contract 

breach and employee attitudes and behavior”, Journal Of 

Business And Psychology, Vol.16, No.2, pp.191-217.

Kickul, Jill., Lester, Scott W., Finkl, Jonathon., 2002, “Promise 

breaking during radical organizational change: Do justice 

interventions make a difference? “, Journal of Organizational 

Behavior, Vol.23, No.4, pp.469-488.

Kickul, Jill., Lester, Scott W., Belgio, Elizabeth., 2004, “At-

titudinal and behavioral outcomes of psychological contract 

breacha cross cultural comparison of the united states and 

Hongkong Chinese”, International Journal of Cross Cultural 

Management, Vol.4, No.2, pp.229-252.

Kiewitz, Christian., Restubog, Simon Lloyd D., Zagenczyk, 

Thomas., Hochwarter, Wayne., 2009, “The interactive effects 

of psychological contract breach and organizational politics 

on perceived organizational support: Evidence from two lon-

gitudinal studies”,  Journal of Management Studies, Vol.46, 

No.5, pp.806-834.

Kotter, John Paul., 1973, “The psychological contract: Manag-

ing the joining-up process”, California Management Review, 

Vol.15, No.3, pp.91-93.

Lee, Cynthia., Tinsley, Catherine H., Chen, George Zhenxiong., 

2000, “Psychological and normative contracts of work group 

members in the united states and Hongkong”, In Rousseau , 

Denise M., Schalk, René., Eds., Psychological Contracts In 

Employment: Cross-National Perspectives, SAGE Publica-

tions, Chapter 5.



70

Lee, Cynthia .,Liu, Jun.,Rousseau,Denise M., Hui,Chun.,Chen, 

Zhen Xiong., 2011, “Inducements, contributions, and fulfill-

ment in new employee psychological contracts”, Human 

Resource Management, Vol.50, No.2, pp.201-226.

Lester, Scott W., Turnley, William H., Bloodgood,James 

M.,Bolino, Mark C., 2002, “Not seeing eye to eye: Dif-

ferences in supervisor and subordinate perceptions of and 

attributions for psychological contract breach”, Journal of 

Organizational Behavior, Vol.23, No.1, pp.39-56.

Lester, Scott W., Kickul, Jill R., Bergmann, Thomas J., 2007, 

“Managing employee perceptions of the psychological con-

tract over time: The role of employer social accounts and 

contract fulfillment”, Journal of Organizational Behavior, 

Vol.28, No.2, pp.191-208.

Levinson, Harry., Price, Charlton R., Munden, Kenneth J., 

Mandl, Harold J., Solley, Charles M., 1962, Men, manage-

ment, and mental health, Cambridge MA: Harvard University 

Press.

Lo, Susanna., Aryee, Samuel., 2003, “Psychological contract 

breach in a chinese context: An integrative approach”, Jour-

nal of Management Studies, Vol.40, No.4, pp.1005-1020.

Macaulay, Stewart., 1963,  “Non-contractual relations and 

business: A preliminary study”, American Sociological, 

Vol.28,No.1,pp.55-69.

Macneil, Ian R., 1981, The New Social Contract: An Inquiry 

into Modern Contractual Relations Hardcover, Yale Univer-

sity Press.

Macneil, Ian R., 1985, “Reflections on relational contract”, 

Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol.141, 

No.4, pp.541-546.

Meckler, Mark., Drake, Bruce H., Levinson, Harry., 2003, “Put-

ting psychology back into psychological contracts”, Journal 

of Management Inquiry, Vol.12, No.3, pp.217-228.

Milgrom, Paul., Roberts, John.,1992, Economics Organization 

And Management,Publisher: Prentice Hall, 1st Edition.

Millward, Lynne J., Hopkins, Lee J., 1998, “Psychological 

contracts, organizational and job commitment “, Journal of 

Applied Social Psychology, Vol.28, No.16, pp.1530-1556.

Millward, Lynne J., Brewerton, P.M., 1999, “Contractors and 

their psychologyical contracts”, British Journal of Manage-

ment, Vol.10, No.3, pp.253-274.

Morrison, Elizabeth W., Robinson,Sandra L., 1997, “When 

employees feel betrayed: A model of how psychological con-

tract violation develops”, Academy of Management Review, 

Vol.22, No.1,pp.226-256.

Ng, Thomas W. H., Feldman, Daniel C., 2008, “The relationship 

of age to ten dimensions of job performance”, Journal of Ap-

plied Psychology, Vol.93, No.2,pp.392-423.

Nicholson, Nigel., Johns, Gary.,1985, “The absence culture and 

the psychological contract: Who’s in control of absence? “, 

Academy of Management Review, Vol.10,No.3,pp.397-407.

Parks, Judi Mclean., Kidder, Deborah L., Gallagher, Daniel G., 

1998, “Fitting square pegs into round holes: Mapping the 

domain of contingent work arrangements onto the psycho-

logical contract”, Journal of Organizational Behavior Special 

Issue: The Psychological Contract At Work, Vol.19,No.S1, 

pp.697–730.

Parks, Judi Mclean., Schmedemann,Deborah A., 1994, “When 

promises become contracts: Implied contracts and handbook 

provisions on job security”,  Human Resource Management, 

Vol.33,No.3, pp.403–423.

Pate, Judy., Martin, Graeme., Staines, Harry., 2000, “Exploring 

the relationship between psychological contracts and organi-

zational change: A process model and case study evidence”, 

Strategic Change, Vol.9,No.8, pp.481–493.

Pate, Judy., Martin, Graeme., Mcgoldrick, Andjim., 2003, “The 

impact of psychological contract violation on employee at-

titudes and behaviour”, Employee Relations, Vol.25, No.6, 

pp.557-573.

Potter, Lyman.W., Pearce, Jone.L., Tripoli, Angela.M., Lewis, 

Kristi.M.,1998, “ Differential perceptions of employers’ 

inducements: Implications for psychological contracts”, Jour-

nal of Organizational Behavior, Vol.19, No.S1, pp.769-782.

Raja,Usman., Johns, Gary., Ntalianis, Filotheos., 2004, “the im-

pact of personality on psychological contracts”, The Academy 

of Management Journal, Vol.47,No.3, pp.245-259.

Restubog,Simon Lloyd D., Bordia, Prashant., Tang, Robert 

L., 2006, “Effects of psychological contract breach on per-

formance of IT employees: The mediating role of affective 

commitment”,Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, Vol.79,No.2, pp.299-306.

Restubog, Simon Lloyd D., Bordia, Prashant., Bordia, Sarbari., 

2009, “The Interactive Effects of Procedural Justice and 

Equity Sensitivity in Predicting Responses to Psychological 

Contract Breach: An Interactionist Perspective”, Journal of 

Business and Psychology, Vol.24,No.2, pp.165-178.

Robinson, Sandra L., And Denise M. Rousseau, 1994, “Violating 

the psychological contract: Not the exception but the norm”, 



「心理的契約」に関する考察：回顧と今後の展望　71

Journal of Organizational Behavior, Vol.15,No.3, pp.245-

259.

Robinson, Sandra L., Kraatz, Matthew S., Rousseau, Denise M., 

1994, “Changing obligations and the psychological contract: 

A longitudinal study”, Academy of Management Journal, 

Vol.37,No.1, pp.137-152.

Robinson, Sandra L., Morrison, Elizabeth W. 1995, “Or-

ganizational citizenship behavior: A psychological con-

tract perspective”, Journal of Organizational Behavior, 

Vol.16,No.3,pp.289-298.

Robinson, Sandra L., 1996, “Trust and breach of the psychologi-

cal contract”, Administrative Science Quarterly, Vol.41,No.4, 

pp.574-599.

Robinson, Sandra L., Morrison, Elizabeth W., 2000, “ The de-

velopment of psychological contract breach and violation: 

A longitudinal study”, Journal of Organizational Behavior, 

Vol.21,No.5,pp.525-546.

Rosen, Christopher C., Chang, Chu-Hsiang., Johnson, Russell E., 

Levy, Paul E., 2009, “ Perceptions of the organizational con-

text and psychological contract breach: Assessing competing 

perspectives”, Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, Vol.108,No.2,pp.202-217.

Rousseau, Denise M., Anton, Ronald J., 1991, “Fairness and 

implied contract obligations in job terminations: The role of 

contributions, promises, and performance”, Journal of Orga-

nizational Behavior, Vol.12, No.4,pp.287-299.

Rousseau, Denise M., 1989, “Psychological and implied con-

tracts in organizations”, Employee Responsibilities and Rights 

Journal, Vol.2, No.2,pp.121-139.

Rousseau, Denise M., 1990, “New hire perceptions of their 

own and their employer’s obligations: A study of psychologi-

cal contracts”, Journal of Organizational Behavior, Vol.11, 

No.5,pp.389-400.

Rousseau, Denise M., 1995, Psychological Contracts In Orga-

nizations: Understanding Written and Unwritten Agreements, 

Sage Publications, Incorporated, 2nd Edition.

Rousseau, Denise M., Tijoriwala, Snehal A., 1998, “Assessing 

psychological contracts: Issues, alternatives and measures”, 

Journal of Organizational Behavior Special Issue: The Psy-

chological Contract At Work, Vol.19, No.S1, pp.679–695.

Rousseau, Denise M., Schalk, René., 2000, Psychological Con-

tracts In Employment: Cross-National Perspectives, Sage 

Publications.

Rousseau, Denise M., 2001, “Schema, promise and mutuality: 

The building blocks of the psychological contract”, Journal 

of Occupational and Organizational Psychology, Vol.74, 

No.4, pp.511–541.

Rousseau, Denise M., 2003, “Extending the psychology of the 

psychological contract a reply to putting psychology back 

into psychological contracts” , Journal of Management In-

quiry, Vol.12, No. 3, pp.229-238.

Rousseau, Denise M., 2004, “Psychological contracts in the 

workplace: Understanding the ties that motivate”, Academy 

of Management Executive, Vol.18,No.1,pp.120-127.

Saunders, Mark N. K., Thornhill, Adrian., 2006, “ Forced em-

ployment contract change and the psychological contract “, 

Employee Relations, Vol.28, No.5, pp.449–467.

Schein,E.H.,1965, Organizational Psychology Englewood, 

Englewood Cliffs,N.J.:Prentice-Hall, 2nd Ed., 1970; 3d 

Ed.,1980. 

Schein, E.H. ,1978, Career Dynamics: Matching Individual and 

Organizational Needs,Addison Wesley Publishing Company.

Schein, E.H.,1984, “Coming to a new awareness of organiza-

tional culture”, Sloan Management Review, Vol.25,No.2, 

pp.3-16.

Si,Steven X.,Wei, Feng., Li, Yi., 2008, “The effect of organi-

zational psychological contract violation on managers’ exit, 

voice, loyalty and neglect in the Chinese context”, Interna-

tional Journal of Human Resource Management, Vol.19, 

No.5, pp.932–944.

Simon Herbert A., 1955, “ On a class of skew distribution func-

tions “, Biometrika, Vol.42, No.3/4, pp.425–440.

Simon Herbert A., 1956, “Rational choice and the structure 

of the environment”, Psychological Review, Vol.63, No.2, 

pp.129–138.

Sparrow, Paul R., 1996, “Transitions in the psychological con-

tract: Some evidence from the banking sector”, Human Re-

source Management Journal, Vol.6, No.4, pp.75–92.

Spindler, George S., 1994, “Psychological contracts in the work-

place‐a lawyer’s view”, Human Resource Management, 

Vol.33, No.3, pp.325–333.

Sutton, Gigi., Griffin, Mark A., 2004, “ Integrating expectations, 

experiences, and psychological contract violations: A longi-

tudinal study of new professionals”, Journal of Occupational 

and Organizational Psychology, Vol.77, No.4, pp.493–514.

Taylor, M. S., Audia, G., Gupta, A. K., 1996, “The effect of 

lengthening job tenure on managers’ organizational com-

mitment and turnover”,  Organization Science, Vol.7, No.6, 



72

pp.632–648.

Tekleab, Amanuel G., Taylor, M.Susan.,2003, “Aren’t there 

two parties in an employment relationship? Antecedents and 

consequences of organization-employee agreement on con-

tract obligations and violations”, Journal of Organizational 

Behavior, Vol.24,No.5, pp.585-608.

Tekleab, Amanuel G., Takeuchi, Riki., Taylor, M.Susan., 2005, 

“Extending the chain of relationships among organizational 

justice, social exchange, and employee reactions: The role of 

contract violations”, The Academy of Management Journal, 

Vol.48, No.1, pp.146–157.

Thomas,David C., Au, Kevin., Ravlin, Elizabeth C., 1998, “Cul-

tural variation and the psychological contract”, Journal of 

Organizational Behavior, Vol.19, No.S1, pp.745–767.

Thomas, Helena D.C., Anderson, Neil., 1998, “Changes in 

newcomers’ psychological contracts during organizational 

socialization:A study of recruits entering the british army”, 

Journal of Organizational Behavior, Vol.24, No.5, pp.451–

471.

Thompson, Jeffery A., Bunderson, J. Stuart., 2003, “Violations 

of principle: Ideological currency in the psychological con-

tract”, The Academy of Management Review,Vol.28, No.4, 

pp.571-586.

Tsui, Anne S., Pearce, Jone L., Porter, Lyman W., Tripoli, An-

gela M., 1997, “Alternative approaches to the employee-

organization relationship: Does investment in employees pay 

off? “, The Academy of Management Journal, Vol. 40,No.5, 

pp.1089-1121.

Turnley, William H., Feldman, Daniel C.,1999, “The impact of 

psychological contract violations on exit, voice, loyalty, and 

neglect”, Human Relations, Vol.52,No.7, pp.895-922.

Turnley, William H., Feldman, Daniel C., 2000, “ Re-examining 

the effects of psychological contract violations: Unmet ex-

pectations and job dissatisfaction as mediators”, Journal of 

Organizational Behavior, Vol.21,No.1, pp.25-42.

Turnley, William H., Bolino, Mark C., Lester, Scott W., Blood-

good, James M., 2003, “ The impact of psychological contract 

fulfillment on the performance of in-role and organizational 

citizenship behaviors”,  Journal of Management, Vol.29,No.2, 

pp.187-206.

Williamson, Oliver., 1975, Markets and Hierarchies: Analysis 

and Antitrust Implications,Free Press.

Zagenczyk,Thomas J., Gibney, Ray., Kiewitz, Christian., Res-

tubog, Simon Lloyd D., 2009, “Mentors, supervisors and role 

models: Do they reduce the effects of psychological contract 

breach?”, Human Resource Management Journal, Vol.19, 

No.3, pp.237-259.

Zhao, Hao., Wayne, Sandy J., Glibkowski, Brian C., Bravo, 

Jesus., 2007, “The impact of psychological contract breach 

on work-related outcomes: A meta-analysis”, Personnel Psy-

chology, Vol.60, No.3, pp.647-680.

Zhao, Jun., and Chen, Lijun., 2008, “Individualism, collectiv-

ism, selected personality traits, and psychological contract in 

employment : A Comparative study”,Management Research 

News, Vol.31, No.4, pp.289-304.

相原章,1999,「心理契約と契約違反行為に関する研究:

　R&D要因の意識調査結果による分析」 ,『早稻田商
學』,382,pp.141-156。

相原章,2002,「最近の心理契約研究の動向:実証研究の整
　理を中心にして」,『成城大學經濟研究』,158,pp.343-372。
相原章,2003,「若手パートタイマー・アルバイトを対象

とした心理契約の測定方法の研究」,『成城大學經濟研
究』,163,pp.401-423。

青木惠之祐,2001,「従業員の心理的契約と組織コミット
メントが退職意思に及ぼす影響について」,『産業・組
織心理学研究』,15(1),pp.13-25。

新井康平,2008,「日本企業のマネジメント・コントロー
ルにおける心理的契約の役割:経験的研究」,『管理会
計学:日本管理会計学会誌:経営管理のための総合雑
誌』,16(2),pp.23-37。

クリス・アージリス,高橋達男訳,1977,『対人能力と組織
の効率―個人の欲求と組織目標の統合』,産業能率短期
大学出版部。

田尾雅夫,2003,『非合理組織論の系譜』,文真堂。
箱田裕司,都築誉史,川畑秀明,萩原滋,2010,『認知心理学』,

有斐閣。
橋本茂,2005,『交換の社会学―G・C・ホーマンズの社会

行動学論』,世界思想社。
服部泰宏,2008,「組織と個人の相互義務パターンの類型

化とその規定要因に関する探索的研究」,『六甲台論
集:経営学編』,55(1),pp.1-13。

服部泰宏,2008,「心理的契約研究の展開と課題」,『人材
育成研究:人材育成研究』,3(1),pp.51-63。

服部泰宏,2008,「転職経験による心理的契約の異同に関
する研究」,『経営行動科学』,第21巻第3号,pp.229-237。

服部泰宏,2008,「日本企業における心理的契約の探索的
研究―契約内容と履行状況,企業への信頼に対する影
響」,『組織科学』,第42巻第2号,pp.75-88。



「心理的契約」に関する考察：回顧と今後の展望　73

服部泰宏,2010,「心理的契約の収斂に関する研究―MBA

データとA社データの比較に基づく探索的検討」,『人
材育成研究』,5(1),pp.29-44。

服部泰宏,2010,「日本企業のリストラと心理的契約」,

『日本労働研究雑誌』,52(4),pp.70-73。
服部泰宏,2011,『日本企業の心理的契約―組織と従業員

の見えざる約束』,白桃書房。
服部泰宏,2012,「組織における契約の諸相」,『組織科

学』,第46巻第1号,pp.4-17。
服部泰宏 , 2013,「職 場 へ の 経 営 理 念 浸 透 が 心 理 的

契約不履行の成果に及ぼす影響 :階層線形モデル
による検討」,『人材育成研究 :人材育成学会機関
誌』,8(1),pp.21-38。

守島基博,2014,「人手不足より深刻な人材不足の危機」,

『プレジデント』,2014-9-15号,pp.133-135。
山岡徹,2006,「個人の心理的契約が組織コミットメント

に及ぼす影響について」,『ビジネス&アカウンティン
グレビュー』,26巻,第3・4号,pp.73-86。


