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This study investigates supervisory behavior as perceived by supervisees. The study seeks to 
identify the influencing factors and the relevance of supervisory behaviors on the job performance of 
supervisees. The respondents were 305 employees of various Japanese organizations who participated 
in an online panel survey. Supervisor willingness to assign challenging tasks to their supervisees was 
found to be the major influencing factor on the job performance of supervisees. The study also identified 
performance-based pay systems as a factor that influences the perceptions of supervisees towards the 
supervision they receive, which differs from previous reviews. Moreover, both career development 
interviews provided by supervisors and employee development-related appraisal systems were also found 
to be additional factors. The practical implications of these findings for organizations are discussed.
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上司による部下育成の状況
本研究は部下から認知された上司の育成行動の構
造とその影響要因を明らかにすることを目的とす
る。なお，本研究では，「部下育成」について毛呂
（2010）にしたがい，「組織において職業人や組織人
として部下を成長させることを目的として，上司が
業務の中で部下や職場全体および自分自身に対し
て，執る行動」と定義する。
企業における上司による部下育成の状況は以下の
通りである。労働政策研究・研修機構（2012）の調
査において，若手人材育成の取組として（複数回答），
「通常の業務の中での実地による教育訓練（OJT 3 ））」
を上げる企業の割合が最も高かった。リクルートマ
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ネジメントソリューションズ（2010）の調査におい
ては，現在と 5年後の人材マネジメントの課題を「次
世代経営人材の育成・登用」や「ミドルマネジメン
ト層の能力開発」と認識する企業が多かった。労働
政策・研究研修機構（2017）の調査において，人材
育成における課題（複数回答）の第 1位に挙げられ
たのは，「社員全体の能力の底上げ」であった。この
ように企業は，職場における人材育成を重要と考え，
若手だけでなく，ミドルも含めた育成に課題がある
と認識していた。
一方，企業に勤務する上司に対する調査からは部
下の指導に苦悩する状況が読み取れる。日本経営協
会（2011）の調査において，中間管理職は管理職に
求められる役割として「部下・後輩の育成」を第一
に回答していた。日本生産性本部（2012）の調査に
おいては，6 割が部下の育成に自信がないと回答し，
7 割が部下の仕事ぶりや能力に満足していなかっ
た。労働政策・研究研修機構（2017）の調査におい
ても，部下の育成・能力開発に対する支援ができて
いると回答する上司は 3割にとどまった。上司は，

29Tsukuba Psychological Research
2019，57，29-40



部下育成を自らの役割と認識し，取り組んでいたが，
自信を持てていない状況が明らかになっていた。以
上のように，企業は部下育成を重要と認識しつつも，
職場の上司による部下育成には課題が存在してい
た。

部下育成行動の構造
このような社会的背景を踏まえ，毛呂（2010）は， 

250名の管理職に対する調査により部下育成行動の
構造や影響要因を明らかにした。部下育成行動の構
造の検討に当たっては，近縁性の高いメンタリング
研究から，Kram（1985　渡辺・伊藤訳，2003）のメ
ンタリング二機能を参照し，メンタリング行動測定
尺度（久村，1999）との関連も検討した。同研究で
は部下育成行動は，「肯定的個別関与」，「挑戦的成長
促進」，「展望・意味づけ」，「快適環境創出」，「役割
モデル提示」，「共感的態度」，「仕事の委任」の 7つ
の下位側面により構成された。また， 7 側面には含
まれなかった「厳しい指導」の側面に関して，更な
る検討が必要であると指摘されていた。

部下育成行動の影響要因
毛呂（2010）は，部下育成行動に影響を及ぼす要因
の分析も行った。その結果，組織特性では，部下育
成を上司の評価対象に含める人事評価制度（部下育
成評価制度），上司と部下が部下のキャリアについて
面談する制度（キャリア面談制度）が部下育成行動
を促進していたが，能力成果主義人事制度は部下育
成行動を抑制していなかった。個人特性では，上司
のキャリアに対する関心および仕事に対するコミッ
トメントが部下育成行動を促進していた。一方，部
下に対する脅威感が部下育成行動を抑制していた。

部下育成行動と上司の部下育成能力自己評価と
の関連
毛呂（2010）は，部下育成行動から「肯定的個別
関与」，「展望・意味づけ」，「快適環境創出」の 3側
面およびメンタリング行動測定尺度（久村，1999）
のキャリア的機能と心理・社会的機能の 2側面を取
り上げ，部下育成能力自己評価との関連を確認し
た。分析の結果，「快適環境創出」およびメンタリン
グ行動のキャリア的機能が部下育成能力自己評価を
高めていた。「快適環境創出」は職場の雰囲気を快適
にし，部下が委縮せず，仕事に取り組めるよう場作
りを行う行動である。メンタリング行動のキャリア
的機能は，組織内での昇進を促進する機能である。
職位により部長以上層と課長以下層に二分して
行ったパス解析では，部長以上層においてのみ，部

下 1人ひとりに対して肯定的に関わる行動である
「肯定的個別関与」が部下育成能力自己評価を高めて
いた。

部下の能力向上自己評価の影響要因
部下育成行動と部下の能力向上自己評価の関連に
関しては，近縁性の高い領域で知見が得られている。
榊原（2005）は，OJTに関する研究として，組織成
員の能力の伸長に及ぼすOJTの効果を直接的に検討
するため，地方自治体職員を対象とした質問紙調査
を実施した。調査の結果，OJTと能力向上自己評価
との関連において，部下への権限委譲のみが職員の
能力向上自己評価に有意な正の効果を示していた。
中原（2012）は職場における経験学習に関して検
討を重ねている。同研究は，本人によって知覚され
た能力向上の認知を持って学習が生起したとみな
し，上司による業務経験付与行動と部下の能力向上
との関連を検討した。組織参入 2年目の若手社員
611名を対象に行った調査において，背伸びが必要な
仕事を任せてくれる「ストレッチ」および部下の仕
事の進捗管理を行い部下に内省を促す「モニタリン
グリフレクション（内省支援）」が，部下の能力向上
を促進することを明らかにした。さらに，上司が仕
事の全体像と任せる仕事の関係を説明する「仕事説
明」が「ストレッチ」や「モニタリングリフレクショ
ン」を媒介して部下の能力向上に影響を与えること
を明らかにした。
また，毛呂（2012）は，20代から40代の会社員12

名に対する面接調査を行い，部下が上司の行動を反
面教師的に認知する場合があることを明らかにした。

部下育成行動研究の課題
毛呂（2010）は，上司に対する調査に基づくもの
であり，部下や第三者の評価によるものではなかっ
た。毛呂（2012）は，部下の少数者に対する探索的
面接調査であり，量的に検証することが必要である
と指摘した。また，榊原（2005）や犬塚（2009）も
OJT研究において研究の蓄積が不十分と指摘した。
Madlock & Kennedy-Lightsey　（2010）は，直属の上
司部下関係におけるメンタリングを扱った研究は少
ないと指摘していた。
さらに，職場における世代間コミュニケーション
の難しさも指摘されていた（岩間，2008）。また，厳
しい指導に関しては上司部下間で捉え方が異なって
いた。企業従業員に対する意識調査（日本生産性本
部，2014）では，部下を叱ることに関して，課長の
9割が「育成に繋がる」と回答したが，一般社員の
6割が「やる気を失う」と回答していた。このよう
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に上司部下間では上司の育成行動に関する認識の違
いが明らかになっていた。
これらの状況から部下育成に関して更なる実証研
究，特に部下の視点からみた上司の育成行動に関す
る実証研究が必要と考えられた。

目的
本研究は以下の 4点を目的とする。第一に，毛呂

（2010）により構成された部下育成行動 7側面が部下
側からも認知されているのかを量的に確認するた
め，以下の仮説を立て部下側からの検証を行う。な
お，部下育成行動 7側面に，検証の必要性を指摘さ
れていた「厳しい指導」の側面（毛呂，2010）およ
び「反面教師的態度」の側面（毛呂，2012）を加え，
計 9側面を扱う。
仮説 1　 部下から認知される部下育成行動は，部

下育成行動（毛呂，2010）の 7側面に「厳
しい指導」「反面教師的態度」を加えた 9
側面で構成される。

第二に，部下から認知された上司の育成行動に関
し，組織特性および個人特性の影響を明らかにする
ため，次の仮説を立て部下側からの検証を行う。
組織特性（人事制度）として，キャリア面談制度
の有無，部下育成評価制度および能力成果主義人事
制度の程度を取り上げる。毛呂（2010）においてキャ
リア面談制度および部下育成評価制度は部下育成行
動に影響していた。能力成果主義人事制度は部下育
成行動を規定していなかった。この結果を踏まえ下
記の仮説を設定する。
仮説 2　 所属組織にキャリア面談制度や部下育成

評価制度が導入されていると，部下から
認知された上司の育成行動は高くなる。

仮説 3　 人事制度が能力成果主義的であること
は，部下から認知された上司の育成行動
に影響を与えない。

個人特性としては，部下のキャリアに対する関心
を取り上げる。毛呂（2010）において上司のキャリ
アに対する関心は部下育成行動に影響していた。部
下のキャリアに対する関心も部下育成行動認知に関
連するかを確認するため，下記の仮説を設定する。
仮説 4　 部下が自己のキャリアに対する関心を高

く認知しているほど，部下から認知され
た上司の育成行動は高くなる。

第三に，部下から認知された上司の育成行動と部
下の能力向上との関連を確認する。どのように部下
が上司の育成行動を認知し，能力向上に繋がると認
知しているのかを明らかにする。上司の部下育成行
動と部下育成能力の自己評価との正の関連（毛呂，

2010）を踏まえ，以下の仮説を立て，検証を行う。
仮説 5　 部下から認知された上司の育成行動が高

いほど，部下は自身の能力向上を高く認
知する。

第四に，能力向上の認知を高める育成行動の側面
を明らかにする。毛呂（2010）において，「快適環境
創出」とメンタリング行動のキャリア的機能が，上
司の部下育成能力自己評価を高めていた。 毛呂
（2010）において，部長以上層では，「肯定的個別関
与」も部下育成能力自己評価を高めていた。「挑戦的
成長促進」はメンタリング行動のキャリア的機能と
相関が高かったことから，両者は類似性が高いと捉
えられる。したがって，次の仮説を立て，検証する。
仮説 6　 部下から認知された「快適環境創出」お

よび「挑戦的成長促進」が高いほど，部
下は能力向上を高く認知する。

また，毛呂（2010）においては，部長以上層にお
いて「肯定的個別関与」が部下育成能力自己評価を
高めていた。本研究では，部長以上層の部下に相当
する課長以上層において同側面が能力向上を規定す
ることを確認するため，次の仮説を立て，検証する。
仮説 7　 課長以上の部下から認知された「肯定的

個別関与」が高いほど，課長以上の部下
は能力向上を高く認知する。

方　　法

調査手続き
調査の対象を，企業に勤務する正社員で，南関東

（東京都，埼玉県，神奈川県）に在住する大卒以上の
者として，株式会社クロス・マーケティングによる
Webパネル調査を実施した。調査時期は2011年10月
22日であった。フェイスシートには調査目的に加え，
回答の自由意志や回答中断の権利を説明し，個人情
報取り扱い等調査倫理に関わる注意事項を明記し
た。なお，回答時間が 3分未満の回答は，十分な回
答時間が確保されなかった回答と判断し，採用しな
いこととした。また，所属部門による相違を確認す
るため，営業部門，管理部門，技術部門は約 3分の
1ずつに層化した。 本調査は，筑波大学大学院人間
総合科学研究科研究倫理審査委員会の承認を得て行
われた。

質問紙（調査画面）の構成
質問紙（調査画面）は，回答者の性別，年代，職
位，所属企業の業種，所属企業（単体）の従業員数，
所属部門，部下から認知された上司の育成行動，組
織特性（キャリア面談制度，部下育成評価制度，能
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力成果主義人事制度），個人特性（部下のキャリアに
対する関心），および部下が認知する自身の能力向上
自己評価で構成した。

部下から認知された上司の育成行動　上司の育成
行動を想起させるために，「これまでに最も印象に
残った上司をひとり思い出してください。」と教示
し，「勤続10年以上の人は，最近10年の上司の中か
ら思い出して下さい。」と教示した。その上で，「そ
の上司が，当時，日頃行っていた行動や態度の程度
について，回答してください。」と指示した。部下
育成行動（毛呂，2010）の36項目より29項目を取り
上げ，部下からの視点に置き換え，項目を作成した。
加えて，厳しい指導および上司の反面教師的な態度
に関して独自に各 5項目を作成した。 項目例は
Table 2に示す。いずれも 5件法で尋ねた。 5 件法
の選択肢は全て「全く当てはまらない」，「あまり当
てはまらない」，「どちらともいえない」，「少し当て
はまる」，「かなり当てはまる」であった。なお，以
下の変数に関する質問に対し 5件法を採用した際に
は，上述の選択肢を採用した。

組織特性（人事制度）　次に，組織的要因（人事
制度）に関し，「その時期の組織について伺います」
という質問文を用い，最も印象に残った上司の下で
働いていた時期における組織の人事制度 3制度に関
して尋ねた。キャリア面談制度に関して「部下のキャ
リア設計について上司・部下が面談する仕組みがあ
る /あった」という項目を作成し，「ある／あった」，
「わからない」および「ない /なかった」の 3件法
で尋ねた。部下育成評価制度に関しては，「部下の
育成は上司の評価の対象項目である /であった」と
いう項目を作成し， 5 件法で尋ねた。能力成果主義
人事制度に関しては，「個人の業績が給与や賞与に
反映している／反映していた」および「昇給や昇格
は能力主義的に運用されている／されていた」との
2項目を作成し， 5 件法で尋ねた。

個人特性　部下の個人特性として，キャリアに対
する関心について 5件法で尋ねた。キャリアに対す
る関心に関しては，毛呂（2010）と同様に，成人キャ
リア成熟度尺度（坂柳，1999）の下位尺度である人
生キャリア関心度尺度全 6項目を援用し，「人生・
生き方」の部分を「キャリア」に置き換えた上で使
用した。 6 項目は，「自分のこれからのキャリアに
は大変関心を持っている」，「自分は何のために働い
ているかあまり考えたことはない」，「自分のキャリ
アに役立つ情報を積極的に収集するようにしてい
る」，「これからのキャリアをより充実したものにし
たいと強く思う」，「キャリアに対する本や雑誌はほ
とんど読まない」，「キャリアの設計は自分にとって

重要な問題なので，真剣に考えている」で構成され
た。 5 件法で尋ねた。

部下の能力向上　部下の認知した自己の能力向上
を測定する目的で，独自に作成した。作成に当たっ
ては，日本の地方自治体職員に対する調査における
能力向上自己評価尺度（榊原，2005）を参考に，本
調査の対象である民間企業において採用されている
人事評価項目を検討して独自に21項目を作成した。
項目は Table 3に示す。「思い浮かべた上司の下での
仕事経験を通じて，あなたご自身はどのように変化
したと思いますか」と尋ね，5 件法で回答を求めた。

結　　果

回答者の属性
回答者は305名であった。性別，年代，職位，所属

企業の業種，所属企業（単体）の従業員数および所
属部門を Table 1に示す。

尺度の構成
尺度は次の通り構成された。
部下から認知された上司の育成行動　部下育成行
動29項目，「厳しい指導」5 項目および「反面教師
的態度」5 項目に関して主成分分析を行った。（Table 
2）。 2 側面の第一主成分の寄与率は63.7％～80.3％
であり，信頼性係数はα＝.78～.95であった。いず
れも一次元構造であることが確認された。側面ごと
に平均値を尺度得点として用いた。

組織特性（人事制度）　キャリア面談制度に関し
ては，3 段階の回答を「ある」と，「ない」および「わ
からない」の 2段階に変換した。能力成果主義人事
制度は 2項目で構成されたが，両項目の相関係数
は，r=.77，p＜.01と高かったため， 2 項目の平均
値を尺度得点とした。

個人特性　キャリアに対する関心について主成分
分析を行った。第一主成分の寄与率は51.7％，信頼
性係数はα ＝.78（n＝305）であり，高い信頼性が
確認された。 6 項目の平均値を尺度得点とした。

部下の能力向上　能力向上自己評価尺度21項目に
ついて，因子分析（主因子法，プロマックス回転）
を行った。その結果，3 因子が抽出された。しかし，
「組織の中で，役割を認識し，協働するようになっ
た」，「外部環境の変化に気付き，対応できるように
なった」および「自律的に行動し，取り組むように
なった」の 3項目は 2因子に .40以上の負荷があっ
た。そこで，上述の 3項目を除外し，18項目を対象
に，再度，因子分析（主因子法，プロマックス回転）
を行った。その結果， 3 因子が抽出され（回転前の
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累積寄与率74.1％），第 1因子 9項目を「職場運営
能力」，第 2因子 5項目を「取り組み姿勢・内的能
力」，第 3因子を「専門知識・スキル」とした（Table 
3）。第 1因子および第 2因子の信頼性係数は，それ
ぞれ，α＝.92，α＝93で，高い信頼性が確認された。
因子ごとに平均値を尺度得点とした。第 3因子は 2
項目であったが，両項目の相関係数は，r=.82，p
＜.01と高かったため， 2 項目の平均値を尺度得点
とした。

尺度間相関
部下から認知された育成行動に関し，各側面の相
関を検討するため，相関係数を算出した（Table 4）。
「肯定的個別関与」と「快適環境創出」，「肯定的個別
関与」と「挑戦的成長促進」，「肯定的個別関与」と
「展望・意味づけ」，「展望・意味づけ」と「挑戦的成
長促進」において，.80以上の高い相関がみられた。

属性による部下育成行動の平均値の差の検定
部下から認知された育成行動 7側面と，「厳しい指

導」および「反面教師的態度」の尺度得点を算出し，
属性や組織的要因に関し平均値の差の検定を行っ
た。職位（課長以上・課長未満）による平均値の差
の検定では，「展望・意味づけ」において 5％水準で
有意差が見られた。課長以上層（＝3.47）は，課長
未満層（＝3.20）に比べ，「展望・意味づけ」が高
かった（t(303)＝2.21，p＜.05）。
所属企業規模では，従業員500人以上の企業に勤

務する部下は，従業員500人未満の企業に勤務する
部下に比し，「挑戦的成長促進」を高く認知し（p
＜.01），「肯定的個別関与」，「快適環境創出」，「展
望・意味づけ」および「仕事の委任」も高く認知し
ていた（p＜.05）。性別および所属部門（営業，管理，
技術）において，5 ％水準で有意な差は見られなかっ
た。
組織特性では，「キャリア面談制度」に関して，同

制度導入企業の部下は，未導入企業の部下に比し，
「共感的態度」を除く部下育成行動 6側面と「反面教
師的態度」を高く認知しており（p＜.01），「共感的
態度」も高く認知していた（p＜.05）。「部下育成評
価制度」に関しては，導入企業に属する部下は，未
導入企業に属する部下に比べ，「厳しい指導」以外の
行動すべてを高く認知していた（p＜.01）。能力成果
主義の強い人事制度の企業に属する部下は，同主義
の低い人事制度の企業に属する部下に比し，「仕事
の委任」を除く部下育成行 6側面および「反面教師
的態度」を高く認知し（p＜.01），「仕事の委任」も
高く認知していた（p＜.05）。「厳しい指導」に関し
ても能力成果主義の強い人事制度の企業に属する部
下は，同主義の低い人事制度の企業に属する部下に
比して， 高く認知している有意傾向が見られた
（p ＜.10）。

部下育成における諸要因の関係
組織特性（人事制度）および個人特性が，上司の
育成行動に対する部下の認知および部下の能力向上
に与える影響を検討するために，パス解析を行った。
パス解析は，変数を 3水準に分け，各水準より上位
にある変数を説明変数とする重回帰分析を繰り返し
行った。重回帰分析はいずれも変数増加法を用い，
投入された変数の標準偏回帰係数（有意水準 5％）
で変数の投入を打ち切った。第一水準は組織特性お
よび個人特性である。組織特性は，「部下育成評価制
度」，「キャリア面談制度」，「能力成果主義人事制度」
である。個人特性は，部下の「キャリアに対する関
心」である。第二水準は，部下育成行動 7側面およ
び「厳しい指導」と「反面教師的態度」である。第
三水準は，能力向上自己評価である。職位による違

Table 1
回答者の属性（N＝305）

項目 カテゴリ n（人） ％
性　別 男性 256 83.9 

女性 49 16.1 
年　代 22～29才 29 9.6 

30～34才 43 14.1 
35～39才 94 30.8 
40～44才 139 45.6 

職　位 課長以上 150 49.2 
課長未満 155 50.8 

所属企業
の業種

製造業 90 29.5 
サービス業 48 15.7 
情報通信業 43 14.1 
卸売業・小売業 26 8.5 
金融・保険業 26 8.5 
建設業 16 5.6 
不動産業・物品貸出業 11 3.6 
その他 45 14.5 

所属企業
（単体）の
従業員数

99人以下 83 27.2 
100～499人 63 20.3 
500～999人 35 11.5 
1000～4999人 58 19.0 
5000人以上 67 22.0 

所属部門 営業部門 101 33.1 
管理部門 104 34.1 
技術部門 100 32.8 
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Table 2
部下から認知された上司の育成行動　各側面の主成分分析（N=305）

共感的態度  固有値　2.203　　　　α＝.85 負荷量 平均値
部下の立場に立って話をしてくれる／くれた .882 3.45
部下に対して聞き役に徹している／いた .872 3.03
部下に対して先入観を持たずに接している／いた .874 3.27

肯定的個別関与  固有値　5.407　　　　α＝.95 負荷量 平均値
部下に対してひとり一人を尊重することを心がけてくれる／くれた .909 3.39
部下の能力や強み弱みを見極めて指導方法を変えている／いた .872 3.19
言葉と態度で部下の存在を認めている／いた .927 3.46
部下の長所を活かすようにしてくれる／くれた .926 3.40
部下の問いかけになるべく肯定的な反応をする／した .873 3.26
褒めてくれる／くれた .795 3.42

快適環境創出  固有値　2.376　　　　α＝.87 負荷量 平均値
部下に仕事を楽しむ姿を見せている／いた .834 3.22
職場をオープンな雰囲気にするように心がけてくれる／くれた .916 3.43
職場に意見の言える雰囲気を作ってくれる／くれた .917 3.45

挑戦的成長促進  固有値　3.833　　　　α＝.89 負荷量 平均値
粘り強く繰り返し指導してくれる／くれた .776 3.14
部下のために積極的に時間を使ってくれる／くれた .811 3.30
部下が少し背伸びして届く目標を設定する／した .814 3.24
新しい仕事に挑戦させてくれる／くれた .813 3.59
できるだけ仕事に部下を巻き込む／巻き込んだ .794 3.57
適度なストレスとなる難易度の仕事を与えてくれる／くれた .788 3.23

展望・意味づけ  固有値　3.928　　　　α＝.93 負荷量 平均値
部下に会社の方針や自分の考えを説明してくれる／くれた .872 3.47
部署の目標に対し，部下の納得を得る／得ていた .898 3.28
部門のヴィション（将来構想・展望）を説明してくれる／くれた .887 3.22
担当している仕事で学べることや身に付くことを伝えてくれる／くれた .878 3.34
担当している仕事について，その意義や意味を伝えてくれる／くれた .895 3.35

役割モデル提示  固有値　2.445　　　　α＝.87 負荷量 平均値
自分の仕事ぶりを部下に見せるようにしている／していた .888 3.22
部下が尊敬するような仕事をする／した .925 3.43
会社の方向性に沿う仕事をしてその姿を見せる／見せた .894 3.45

仕事の委任  固有値　2.087　　　　α＝.78 負荷量 平均値
いったん指示したら，その後は任せてくれる／くれた .875 3.69
細かい指示は出さない／出さなかった .789 3.53

　 指示した仕事が完了するまで待ってくれる／くれた .835 3.38
厳しい指導  固有値　3.812　　　　α＝.86 負荷量 平均値

ミスや失敗に対し，厳しい言葉で叱責する／した .790 2.95 
仕事の期限の猶予は許さない／許さなかった .864 3.06 
達成が非常に困難な課題を与える／与えた .776 2.94 
仕事の仕方や結果について批判する／した .802 2.85 

　 細かな点まで妥協を許さず，高いレベルを求める／求めた .752 3.05 
反面教師的態度  固有値　4.017　　　　α＝.94 負荷量 平均値

ああいう上司にはなりたくないという仕事ぶりである／であった .886 2.58 
上司として情けない対応や態度である／あった .919 2.38 
部下の業務内容を理解しておらず，部下を困惑させる／させた .928 2.40 
頼りなく，他部署や取引先との対応には出て欲しくない／なかった .884 2.14 

　 真似しないようにしようと思わせる悪い点，まずい点がある／あった .864 2.72 
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Table 3
部下の能力向上の因子分析結果　（主因子法，プロマックス回転）

項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
関係者との関係を調整できるようになった .941 －.111 －.003
交渉や折衝の力が向上した .885 －.128 .088
メンバー，関係者を動機づけ，目標に向かってまとめることができるようになった .819 .028 －.063
既成概念や前例にとらわれず，課題を提案する能力が向上した .762 .147 －.070
業務上，必要な意思決定を的確に行えるようになった .726 .118 .052
担当範囲における問題点や改善点を整理し，課題を明確化できるようになった .701 .218 .007
必要な情報を収集したり，論理的に分析したりする能力が向上した .699 .057 .105
的確かつ迅速に状況を把握できるようになった .695 .127 .083
顧客第一の視点を重視するようになった .527 .267 －.058
果たすべき役割を自覚し，最後まで責任を果たそうと思うようになった －.078 .941 .039
担当職務に意欲的に取り組み行動できるようになった －.082 .940 .036
目標を達成するため，粘り強く取り組めるようになった .006 .859 －.007
期限を意識し，計画的に進めることができるようになった .122 .645 .064
失敗のリスクを恐れず，困難な課題にも挑戦するようになった .276 .577 －.074
人間として成長した .314 .492 －.020
企業人，組織人として成長した .393 .431 .009
業務知識，専門知識が身についた －.069 .044 .999
専門スキルが向上した 　 .162 －.012 .737

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ － .758 .630
Ⅱ － .583
Ⅲ －

Table 4
部下育成から認知された育成行動の尺度間相関

A B C D E F G H I

A 共感的態度  .799  ＊＊  .739 ＊＊  .731 ＊＊  .722 ＊＊  .666 ＊＊  .623 ＊＊  －.162 ＊＊  －.518 ＊＊

B 肯定的個別関与  .819 ＊＊  .850 ＊＊  .805 ＊＊  .772 ＊＊  .663 ＊＊  －.113 ＊  －.583 ＊＊

C 快適環境創出  .755 ＊＊  .719 ＊＊  .684 ＊＊  .626 ＊＊  －.114 ＊  －.558 ＊＊

D 挑戦的成長促進  .815 ＊＊  .760 ＊＊  .604 ＊＊  .022  －.530 ＊＊

E 展望・意味づけ  .765 ＊＊  .514 ＊＊  .016  －.577 ＊＊

F 役割モデル提示  .442 ＊＊  .071  －.611 ＊＊

G 仕事の委任  －.200 ＊＊  －.333 ＊＊

H 厳しい指導  .281 ＊＊

I 反面教師的態度
注）　 ＊＊ p＜.01，　 ＊ p＜.05
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いを確認するため，課長以上層と課長未満層に二分
して解析を行った。課長以上層の結果をFigure 1に，
課長未満層の結果を Figure 2に示す。
課長以上層（Figure 1）では，能力向上自己評価
の「職場運営能力・業務推進能力」および「取り組
み姿勢・内的能力」は，「挑戦的成長促進」により高
められていた。能力向上自己評価の「知識・スキル」

は，「展望・意味づけ」および「厳しい指導」により
高められ，「反面教師的態度」により，抑制されてい
た。部下育成行動「共感的態度」，「肯定的個別関与」
および「展望・意味づけ」は，「部下育成評価制度」
により促進されていた。「肯定的個別関与」，「快適環
境創出」，「挑戦的成長促進」，「展望・意味づけ」お
よび「仕事の委任」は，「キャリア面談制度」により

Figure 1.　部下（課長以上層）の能力向上を規定するパスダイアグラム。
数字はパス係数を示す。実線は正のパス，点線は負のパスを示す。
＊＊ p＜.01（太線）， ＊ p＜.05
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促進されていた。「反面教師的態度」は「キャリア面
談制度」により抑制されていた。「挑戦的成長促進」
および「役割モデル提示」は，「能力成果主義人事制
度」により促進されていた。また，「厳しい指導」は，
部下の「キャリアに対する関心」によって高められ
ていた。なお，課長以上の部下の「キャリアに対す
る関心」は，能力向上自己評価の「取り組み姿勢・

内的能力」を直接規定していた。
課長未満層（Figure 2）では，部下育成能力 3側

面は全て，「挑戦的成長促進」により高められてい
た。部下育成行動「共感的態度」，「肯定的個別関与」，
「快適環境創出」，「挑戦的成長促進」，「展望・意味づ
け」および「役割モデル」は，「能力成果主義人事制
度」により促進されていた。「肯定的個別関与」，「挑

Figure 2. 部下（課長未満層）の能力向上を規定するパスダイアグラム。
数字はパス係数を示す。実線は正のパス，点線は負のパスを示す。
 ＊＊ p＜.01（太線）， ＊ p＜.05
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戦的成長促進」，「展望・意味づけ」および「仕事の
委任」は「部下育成評価制度」により促進されてい
た。「反面教師的態度」は「部下育成評価制度」およ
び「キャリア面談制度」により抑制されていた。

考　　察

以上の結果より，仮説を検証し，考察する。
部下から認知された上司の育成行動
本研究において，部下育成行動 7側面は，部下か
らの視点に置き換えたが，それぞれ尺度として構成
された。したがって，仮説 1（部下から認知される
部下育成行動は，部下育成行動（毛呂，2010）の 7
側面で構成される）は支持された。「厳しい指導」お
よび「反面教師的態度」に関してもそれぞれ尺度を
構成した。
上記 9側面の平均値の差の検定では，部下の属性
よりも，組織に導入されている制度によって，部下
からみた部下育成行動の認知に違いが認められた。

部下から認知された上司の育成行動の影響要因
組織特性　「部下育成評価制度」は部下から認知
された上司の育成行動を促進していた。「キャリア
面談制度」は，課長以上の層において，部下から認
知された上司の育成行動を促進し，両層においては
「反面教師的態度」を抑制していた。したがって，
仮説 2（所属組織にキャリア面談制度や部下育成評
価制度が導入されていると，部下から認知された上
司の育成行動は高くなる）は部分的に支持された。
部下育成評価制度およびキャリア面談制度が上司の
育成行動を促進することは，上司側への調査におい
て毛呂（2010）が実証していた。したがって上司，
部下両側からの視点で，両制度の効果が確認された。
本研究において，「能力成果主義人事制度」は，部
下から認知された上司の育成行動を促進していた。
したがって，仮説 3（人事制度が能力成果主義的で
あることは，部下から認知された上司の育成行動に
影響を与えない）は支持されなかった。能力成果主
義人事制度が上司による部下育成行動に影響を与え
ないという結果（毛呂，2010）と一致しなかった。
本研究において同制度が部下から認知された育成行
動を高めた理由は以下の通りと考えられる。課長以
上の部下は，同制度により，成果を挙げて昇進する
ことを想起し，昇進後の役職，すなわち上司のポス
トを意識して，上司の「役割モデル提示」を認知し
た。また，課長未満の部下は，同制度により，純粋
に成長意欲が形成され，「挑戦的成長促進」を認知し
たと考えられる。これまで，組織内の人材育成を促

進要因とは捉えられていなかった同制度に関して
は，効果や影響の更なる検討が必要であろう。

個人特性　本研究では個人特性として部下の
「キャリアに対する関心」を取り上げた。部下の「キャ
リアに対する関心」は，課長以上層において，部下
の能力向上自己評価の認知を促進していたが，課長
未満層では，いずれの行動の認知も促進していな
かった。したがって，仮説 4（部下が自己のキャリ
アに対する関心を高く認知しているほど，部下から
認知された上司の育成行動は高くなる）は，部分的
に支持された。毛呂（2010）における上司調査との
比較から，上司の「キャリアに対する関心」に比し，
部下の「キャリアに対する関心」の影響は限定的で
あった。しかし，課長以上層の部下の「キャリアに
対する関心」が「厳しい指導」の認知を促進してい
ることは，どんな上司であっても，自らの学びとし
て成長する姿勢が推測される。なお，課長以上の部
下とはすなわち管理職であり，自らも部下を持つ立
場である。したがって，管理職の「キャリアに対す
る関心」を高めることは，上司として，また部下と
して，いずれの立場からも部下育成を促進するにあ
たり，有効であると解釈された。ただし，「厳しい
指導」に関しては，上司の意図や思いを部下がどう
理解していたのかによって，部下の受け止め方が異
なる可能性がある。すなわち，厳しい指導が部下の
将来を考えた上での行動と部下が解釈する場合もあ
れば，上司の意図が分からずに厳しい指導を受けて
いる場合もある。このように，本研究で構成した「厳
しい指導」に関する項目は，毛呂（2012）で聴取さ
れた回答をもとに構成したが，項目内容に上述の課
題もあると考えられる。

部下から認知された上司の育成行動と部下の能
力向上の関連
部下から認知された上司の育成行動と部下の能力
向上の解析においては，課長以上層において，「挑戦
的成長促進」，「展望・意味づけ」や「厳しい指導」
が能力向上自己評価を高め，「反面教師的態度」が能
力向上自己評価を抑制していた。また，課長未満層
において，「挑戦的成長促進」は能力向上の 3側面を
高めていた。「快適環境創出」は，いずれの層におい
ても，能力向上自己評価を高めていなかった。した
がって，仮説 5（部下から認知された上司の育成行
動が高いほど，部下は自身の能力向上を高く認知す
る）は，部分的に支持された。仮説 6（部下から認
知された「快適環境創出」および「挑戦的成長促進」
が高いほど，部下は能力向上を高く認知する）は部
分的に支持された。
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また，課長以上層において，「肯定的個別関与」は，
能力向上のいずれの側面も高めていなかった。仮説
7（課長以上の部下から認知された「肯定的個別関
与」が高いほど，課長以上の部下は能力向上を高く
認知する）は，支持されなかった。
「挑戦的成長促進」　「挑戦的成長促進」の認知が
能力向上を高めていた点は本研究で注目される知見
である。上司側の認知を調査した毛呂（2010）では，
「挑戦的成長促進」と類似性の高いメンタリング行
動キャリア的機能が部下育成能力自己評価を高めた
ほか，「肯定的個別関与」や「快適環境創出」の側
面も部下育成能力を高めていた。しかし，部下側の
調査である本研究においては，主に「挑戦的成長促
進」が部下育成能力の認知を高めていた。部下の視
点からみると，能力向上には「挑戦的成長促進」の
側面が重要であった。OJT研究において，権限委譲
が能力向上自己評価を高めることを示した榊原
（2005）の権限委譲は，「上司は権限を委譲した」，「能
力より若干高めな仕事を担当させた」などの項目で
構成されており，本研究の「仕事の委任」および「挑
戦的成長促進」と類似していた。経験学習研究にお
いて中原（2012）が部下の能力向上自己評価に正の
影響を及ぼすと示した「ストレッチ」は，「上司は
背伸びが必要な仕事を任せてくれる」，「能力より若
干高めの仕事を担当させてくれる」など，本研究の
「挑戦的成長促進」に包含される内容の項目で構成
されていた。したがって，榊原（2005）および中原
（2012）は，本研究の結果とも整合すると考えられる。

「快適環境創出」　毛呂 (2010)において，上司の
部下育成能力自己評価を高めていた「快適環境創出」
は，のびのびと部下が能力を発揮できるよう，上司
が職場全体に働きかける側面であった。しかし，本
研究において「快適環境創出」は，能力向上の認知
を高めていなかった。本研究において「挑戦的成長
促進」が能力向上の認知を高めていた点も合わせて
考慮すれば，部下は自らの能力向上に，「快適環境
創出」より，直接的な成長の機会の提供を求めてい
ると推察される。
「展望・意味づけ」　本研究では，「挑戦的成長促
進」のほかに「展望・意味づけ」が部下の能力向上
自己評価の「知識・スキル」の側面を高めていた。「展
望・意味づけ」は部下に対し将来の展望を与え，現
在の仕事の意味づけを行う側面であった。上司の
「展望・意味づけ」により，部下は自ら主体的に知
識やスキルの習得に取り組み，能力向上を認知して
いると推定される。

職位による違い　職位により，部下から認知され
た上司の育成行動，影響要因および能力向上との関

連に違いが見られた点も本研究で注目される点であ
る。毛呂（2010）においては，部長以上層において
のみ，「肯定的個別関与」が部下育成能力自己評価
を高めていた。本研究においても，部下の職位に
よって部下から認知された上司の育成行動と諸要因
との関連には違いがあった。例えば，キャリア面談
制度や部下としての本人のキャリアに対する関心
は，課長以上層においてのみ，認知された育成行動
を高めていた。管理職としての経験が，キャリア面
談制度の活用することや，自らのキャリアに対する
関心を高めることに繋がり，上司の育成行動を高く
認知することが示唆された。このように上司側から
のみでなく，部下側から認知された育成行動に関し
ても職位によって諸要因との関係に違いがあった。
したがって，より精緻に上司による部下育成行動と
上司部下それぞれの認知を検討していく必要がある
と考えられる。

組織における人材育成施策への示唆
通常の業務の中での教育訓練が重要であると認識
している組織（労働政策研究・研修機構，2012）が
なすべき施策に関して，本研究の知見から次のよう
な示唆が導出された。
第一に，上司の「挑戦的成長促進」行動を促進し
ていくことが，部下の認知する能力向上を高めるに
際して有効である。したがって，組織は，上司に対
し同側面をより意識して部下と関わるよう周知し，
同側面を促進するための教育訓練に注力することが
効果的であろう。
第二に，本研究で取り上げた部下育成評価制度や
キャリア面談制度を活用することが有効である。組
織は，部下の育成を上司個人の課題とするだけでな
く，人事制度の運用を通じ上司の育成行動を支援
し，育成行動に対する部下の認知を高めて部下の能
力向上に繋げていきたい。
第三に，部下の職位により部下育成に関する諸要
因の関係には違いが見られた。したがって，組織は，
組織全体の人材育成を強化したいのか，特定の層の
育成に課題があるのかなど，育成の対象や課題を明
確にし，施策を選択することや複数の施策を並行し
て実行することが効果的であると考えられる。

本研究の位置づけと今後の課題
本研究は毛呂（2010）における上司調査の結果を
部下側から検証した研究であった。また，OJT研究
において犬塚（2009）が，メンタリング研究におい
てMadlock & Kennedy-Lightsey（2010）が指摘して
いた，上司による部下育成を扱った数少ない実証研
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究であると位置づけられる。
本研究の問題点と今後の課題は以下の 2点であ
る。第一に，本研究において，能力向上は部下本人
に認知された尺度を利用した。実際の能力を評価す
るには，上司および第三者の評価による検証が求め
られる。第二に，本研究はWebパネル調査による305
名を対象とした調査であった。Webパネル調査には，
登録者集団の不透明性や回答者同定の困難性など，
大隅・前田（2008）が指摘した課題がある。今後は
異なる母集団による再検証や，上司と部下のペアを
対象とした調査による検証も必要である。
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