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1 導入 (Introduction)
動機付けの研究に関しては、歴史的に多くの研究
がおこなわれ、多くの理論が生み出されてきた。目

Abstract

標設定理論、期待理論、公平理論などがその代表例

We explored the relationship between superoir’s

である。目標設定理論によると、目標が仕事への動

use of motivating language and subordinate job

機付けの重要な源になる（Locke, 1968;Tubbs,1986）。

performance , job satisfaction to 114 information

期待理論では、人間の行動志向は、その行動があら

technology industries in Japan. Sullivan(1988)

かじめ定められた報酬につながるという期待の程度

suggested

motivating

と、その結果が本人に与える魅力の程度によって決

language,

まる（Vroom,1967）。公平理論によると、自分のイン

meaning-making

プットとアウトプットを他者と比較し、公正か不公

superior’s
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正か判断することによって動機付けの程度が決まる

大企業からベンチャー企業への雇用の流動化が進行

(Carrell and Dittrich,1978)。このように、動機付け

しており、さらに、今後は加速することが予想され

に関するアプローチには様々あるが、本論文におい

る。経済産業省によると、中小企業支援法による起

ては、上司と部下の関係において、上司の言語が部

業は、法律施行から現在までで 13184 社となってい

下の動機付けにどのような効果を持つのかを調査す

る（平成１６年６月１１日現在）
。このような流動化

る。言語に注目する理由は、情報移転機能として、

が進行する中で、問題となると思われる点は、大企

言語は重要な役割を果たしているからである。例え

業経験者が、ベンチャー企業のマネジメントスタイ

ば、先に示した目標設定理論においては、従業員は、

ルに適応できるかという点である。Covin and

どのようにして目標を設定し、どのように達成する

Slevin(1988)は、起業家的マネジメントスタイルと

のか不確かな状況にあり、不確実性を減らすための

非起業家的マネジメントスタイルを比較し、起業家

情報を探そうとする(Sullivan,1988)。このような状

的マネジメントスタイルとは、リスクをとり、変化

況下において、上司から不確実性を減らすための情

やイノベーションを支持し、競合他社を攻撃的に攻

報を与えられたならば、部下は高い仕事の成果をあ

めるものであり、非起業家的マネジメントスタイル

げることができる(Sullivan,1988)。このように、不

とは、リスクを嫌い、非革新的で、消極的で、復古

確実性を減らすための情報は大きな意味を持ち、そ

的であると指摘している。ベンチャー企業は起業家

れを伝達するのは、上司の言葉なのである。また、

的マネジメントスタイルをとるため、このマネジメ

期待理論が有効に機能するためには、報酬が決めら

ントスタイルに、大企業経験者は適応する必要があ

れていなければならないが、これに関しても報酬額

る。動機付け言語は、先に述べたとおり、部下をマ

に関する情報が必要であり、この情報を伝達するの

ネジメントするためには重要な役割を果たすもので

は、上司の言語である場合が多い。このように、情

あるが、起業家的マネジメントスタイルをとるベン

報伝達機能としての言語の役割は、従来の動機付け

チャー企業とそうでない大企業では、その効果が異

理論が有効に機能するために不可欠な要因なのであ

なるかもしれない。そこで、本論文では、上司の動

る。よって、本論文では言語に注目した。

機付け言語の効果をベンチャー企業と大企業で比較

数多く存在する動機付け理論のなかで、動機付け

する。そして、大企業経験者がベンチャー企業を興

の要素として、上司の言葉に焦点を当てた唯一の理

す、あるいはベンチャー企業に就職する際の人材マ

論として、Sullivan(1988) の動機付け言語理論

ネジメント上の示唆を動機付け言語の視点から提示

(motivating language theory) が あ る (Zone and

する。

Ruccio,1998)。この理論は、リーダーが口頭の言語

また、これまでの動機付け言語の研究において、

を戦略的に使うことによって、部下の仕事の成果や

企業規模における動機付け言語の効果の違いという

仕事満足に対してプラスの効果を持つことを期待し

点は未解決の分野である。その未解決の分野を解明

ている(Mayfield, Mayfield. and Kopf,1998) 。上司

しようということも、本論文の狙いである。

の動機付け言語の使用が、部下の高い仕事満足や高
い仕事の成果につながることは、Mayfield et

以上を踏まると、本論文のリサーチ・クエッショ
ンは以下の２点になる。

al.(1998)によって米国でテストされただけであり、
残念ながら日本において、テストされたことは過去

・リサーチ・クエッション１

にない。そこで本論文では、日本というコンテクス

日本企業において、上司の動機付け言語の使用は、

トにおいても、上司の動機付け言語の使用と部下の

下の仕事満足や仕事の成果に対して、どのような影

仕事満足や仕事の成果との間に関係性が見出せるか

響を与えているのか。

どうか、日本企業を対象に調査する。
さらに、本研究では、動機付け言語理論が仕事満

・リサーチ・クエッション２

足、仕事の成果に与える効果を、ベンチャー企業と

ベンチャー企業と大企業では、上司の動機付け言語

大企業で比較する。これを取り上げる背景としては、

の使用が、部下の仕事満足や仕事の成果に及ぼす効

日本の大企業でのリストラの進行、中小企業支援法

果は違うのか。

（１円起業）による起業時の資本金規制の緩和によ
るベンチャー起業ブームがある。この背景のもと、
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本論文の構成は次のとおりである。最初に、先行

つのカテゴリーに分類している(Robbins,1993)。この

研究のレビューをおこない理論的な背景を明らかに

ように、コミュニケーション研究においてもリーダ

する。次に、サンプル、調査手順、データを収集す

ーシップ研究においても、上記の２つのカテゴリー

るために使われた尺度(measure)について議論する。

が用いられており、この２つのカテゴリーは普遍的

最後に、結果およびその考察、本研究の制限

な形態をなしてきたのである(Sullivan,1988)。

(limitation)、将来の研究、ヒューマンリソースマネ
ージャーへの示唆(implication)について述べる。

Sullivan(1988)の動機付け言語理論は、先に説明
したとおり、３つの言語によって成り立っているが、
そのうちの２つ（不確実性を減らし方向性を与える

2 理論的背景 (Theoretical Background)

ための言語と関係志向の言語）は、上記の２つのカ
テゴリーを踏襲したものとなっている。しかし、意

Sullivan(1988)は、これまでのコミュニケーショ

味作りの言語に関しては、これまでの研究では無視

ン研究や言語の研究を統括し、動機付け言語理論を

されてきたものであり、まったく新しい概念のもの

提案した。動機付け言語理論は、上司の使用する言

である(Sullivan,1988)。過去の言語研究の中で、上

語を３つのタイプに分類している。１つ目の分類は、

司の言語とその結果における概念化

不確実性を減らし方向性を与えるための言語

(conceptualization)がなされており、
運用可能な状態

(direction-giving language)に相当するものである

(operationalization) になっている理論としては

(Sullivan,1988)。２つ目の分類は、人間関係を構築

Sullivan(1988)の動機付け言語理論以外にはない。

する機能を持った関係志向の言語(empathetic

概念化は Sullivan(1988)によっておこなわれ、運用

language)に相当するものである(Sullivan,1988)。３

可能化は Mayfield,Mayfield and Kopf(1995)によっ

つ目は、言語研究の分野においては、意味作りの言

ておこなわれた。

語(meaning-making language)にである(Sullivan,
1988)。

では、Sullivan(1988)の動機付け言語理論について、
詳しく内容を確認する。

Sullivan(1988)の動機付け言語理論は、まだ開発
されて歴史が浅いためにそれほど多くの先行研究は

①方向性を与える言語（direction-giving language）

おこなわれていない。そこで同理論の基礎となった

この言語は、部下の仕事における不確実性を減ら

コミュニケーション理論やリーダーシップ理論を概

すために、具体的な方向性を示す言語である

観することによって、Sullivan(1988)の動機付け言

(Sullivan,1988)。例えば、上司が部下に仕事、目標、

語理論に関する理論的な背景を探っていく。

報酬などを明らかにする際に生じるものである

マネージャーやリーダーの部下とのコミュニケー

(Mayfield,et al.,1998)。上司が、方向性を与える言

ションに関する研究は、次の２つにフォーカスされ

語を使用すると、部下の仕事満足(job satisfaction)、

てきた。１つは、仕事、成果、目標、イノベーショ

仕事の成果(job performance)は高まることが、

ン、政策、規則、将来のキャリアなどに関して不確

Mayfield et al.(1998)によって確認されているが、な

実性を減らすための情報を提供するためのコミュニ

ぜ、このような結果になるのかについて先行研究か

ケーションである(Penley and Hawkins,1985)。これら

ら明らかにする。

は仕事志向(task-oriented)のコミュニケーションと呼

従業員は、どのようにして自らの仕事の目標を設

ばれている。２つ目は、部下を励ましたり、部下に

定し、また、どのようにして目標を達成するかに関

関心を示したりするコミュニケーションである。こ

して、不確かな状況の中にいて、不確実性を減らす

れらは、配慮志向(consideration-oriented)としばしば呼

ための情報を探そうとする(Sullivan,1988)。Scott,

ばれている(Stogdill,1970)。この２つのカテゴリーは、

Mitchell and Birnbaum (1976)は、不確実性につ

コミュニケーション研究だけでなく、リーダーシッ

いて多くの指摘をしている。それは、不確実性が大

プ研究などにおいても、同様のカテゴリーが採用さ

きなストレスと緊張、低い満足と低い自尊心をもた

れている。例えば、オハイオ州立大学の研究から生

らすということである。医療研究のいくつかのデー

まれたリーダーの行動理論がその一例である。オハ

タは、不確実性が心の問題を増加させ、不安と憂鬱

イオ州立大学の研究では、リーダーの行動特性を、

の原因となることを示している。さらに、自分の役

構造作り(instiating structure)と配慮(consideration)の２

割における不確実性が存在する場合、転職率が高く、
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生産性が低い(Scott,et al.,1976)。不確実性は、職務

観などが含まれる。この言語は、従業員を組織文化

遂行を非常に難しくしているのである。人々は、確

に基づく組織規範に適合させるために、従業員の意

実性を好む。不確実な状況は、ほとんどの人にとっ

識を変える機能もある。なぜ、組織内では、特定の

てまったく喜ばしい状況ではないのである(Scott,et

行動がとられ、また、その行動はどのようにおこな

al.,1976)。以上から、上司が方向性を与える言語を

われるのか、ということを従業員が理解するのを手

使用し、部下の不確実性を減らすことによって、部

助けするために使われる言語である(Sullivan,1988)。

下の仕事満足、仕事の成果は高まるのである。

上司が、意味作りの言語を使用すると、部下の仕事
満足、仕事の成果は高まることが、Mayfield et

②感情共有の言語（empathetic language）
この言語は、上司が部下との間の人間関係におけ
る絆を作るために使われる言語である。上司が部下

al.(1998)によって確認されているが、なぜ、このよ
うな結果になるのかについて先行研究から明らかに
する。

と感情を共有するときに生じる言語であり、上司の

ある期間、作業集団を観察すると、その集団の行

感情の表現である(Sullivan,1988)。この言語は、上

動における一定の秩序に気付く。人々は、ある決め

司が仕事をよくやった部下をほめる時などに生じる

られた時間に仕事を始め、決められた回数のコーヒ

のである(Mayfield,et al.,1998)。上司が、感情共有

ーブレイクをとり、一定量を生産し、暗黙に了解さ

の言語を使用すると、部下の仕事満足、仕事の成果

れているある時間に働くことを止める。服装、スタ

は高まることが、Mayfield et al.(1998)によって確認

イル、相互作用の一貫した慣行が存在する。もし、

されているが、なぜ、このような結果になるのかに

人々になぜそのように行動しているのか、と尋ねる

ついて先行研究から明らかにする。

ならば、彼らは「このようにすることが流儀である」

人には、そもそも他の人と愛情や友情を共有した

と答えるであろう(Scott,et al.,1976) 。集団行動にお

いという欲求が存在する。これを Maslow (1954)は

けるこうした秩序は、規範と定義される。規範は、

社会的欲求と呼んでいる。社会的欲求とは、愛情、

適切な行動についての集団の期待を表現している。

帰属意識、受容、友情などを求める欲求である。上

また、規範は、受容可能な集団行動を明らかにして

司が感情共有の言語を使用することによって、部下

いる。集団は、それぞれ独自の規範を確立するもの

は愛情、帰属意識、受容、友情などの社会的欲求を

なのである(Feldman,1984)。意味作りの言語は、先

満たすことができるのである。よって、上司が部下

に述べたとおり、組織固有の価値観や規範について

に対して、感情共有の言語を使用すると、部下の仕

説明する言語である。上司が、この言語を使用する

事満足や仕事の成果は高まるのである。また、感情

ことによって、部下は組織の価値観や規範を理解し、

共有の言語は、先に示したオハイオ州立大学の研究

集団の規範に適合した行動をとるようになる。する

による配慮のディメンジョンと等しい(Mayfield et

と、組織の周りの人達から仕事をおこなう上での支

al,1998)。配慮とは、ある人物が相互信頼、部下のア

援を得られ、高い成果を達成できる(Bretz and

イデア尊重、部下の感情への気配りを特徴とするよ

Judge,1994)。また、組織の価値観や規範を理解して

うな職務上の関係を持つ程度をいう。このタイプの

いる人は、支援的な仕事環境の中にいることになり、

リーダーは、部下の居心地の良さ、健康、地位、満

その環境の中にいることは、職場での仕事満足を高

足に関心を示す。配慮の程度の高いリーダーは部下

める働きをするのである(Bretz and Judge,1994)。

の個人的な悩みに力を貸し、親しみやすく、すべて

よって、上司が部下に対して、意味作りの言語を使

の部下を平等に扱うという特徴を持つのである

用すると、部下の仕事満足や仕事の成果は高まるの

(Robbins,1993)。このような配慮を言葉で表してい

である。

る感情共有の言語は、部下の仕事満足や仕事の成果
にプラスに働くのである。

以上、Sullivan(1988)によって提案された３つの
動機付け言語は、部下の仕事満足、仕事の成果を高

③意味作りの言語（meaning-making language）

める働きをすることを先行研究から明らかにした。

この言語は、上司が部下に組織文化を説明する際

次に、動機付け言語が仕事満足、仕事の成果に与え

に生じる言語である(Mayfield et al,1998)。組織文化

る効果に関して、ベンチャー企業と大企業では、ど

の説明のなかには、組織の役割や組織の規範や価値

のように異なるのかについて、先行研究をもとに探
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索する。Covin and Slevin(1988)は、起業家的マネ

ているという違いを考慮すると、上司と部下の間で

ジメントスタイルと非起業家的マネジメントスタイ

の感情共有のあり方も異なることが予想される。な

ルを比較し、起業家的マネジメントスタイルとは、

ぜなら、創造性を発揮し、リスクをとりながら仕事

リスクをとり、変化やイノベーションを支持し、競

をおこなう場合と、計画されたものを監視のもとで

合他社を攻撃的に攻めるものであり、非起業家的マ

おこなうのでは、仕事をしていく上での上司と部下

ネジメントスタイルとは、リスクを嫌い、非革新的

の間の感情共有の程度も異なることが予想されるか

で、消極的で、復古的であると指摘している。また、

らである。以上から、感情共有の言語の効果はベン

Sadler-Smith, Spicer and Chaston(2001)は、起業家

チャー企業と大企業とでは異なることが予想される。

的管理行動と非起業家的管理行動を比較し、起業家
的管理行動は、創造的な文化やリスクをとることを

命題２：ベンチャー企業と大企業では、上司の感情

奨励し、フラットでインフォーマルな構造を作り、

共有言語の使用が、部下の仕事満足、仕事の成果に

ビジネスチャンスを逃さないために戦略を明確にす

及ぼす効果は異なる。

るものであり、非起業家的管理行動は、計画、コン
トロール、監視、評価、公式化された組織構造を強

最後に、意味作りの言語であるが、革新的で創造

調するものであると指摘している。Booding and

的なことが奨励されているベンチャー企業と監視や

Wagnar(1985)は、大きな組織（典型的には２０００

コントロールが奨励され部門化や公式化の進んでい

人以上の組織）では、小さな組織に比べてより多く

る大企業とでは、組織文化を説明する言語の効果は

の部門化、垂直統合、規則、規制が存在すると指摘

異なることが予想される。ベンチャー企業では、創

している。上記を踏まえると、ベンチャー企業とは、

造性が重要であるため、組織の価値観や規範を説明

起業家的マネジメントスタイルや起業家的管理行動

し、同一の価値観に縛り付けるような言語の重要性

を持つ企業と考えることができる。それに対して、

は低いかもしれない。それに対して、大企業では、

企業規模の大きい大企業は、非起業家的マネジメン

監視やコントロールが奨励されているため、組織特

トスタイルや非起業家的管理行動を持つ企業と考え

有の価値観や規範などをしっかり理解させることの

ることができる。

必要性は高いかもしれない。以上から、組織文化を

では、このような双方の違いをもとに、本研究の命

説明する言語である意味作りの言語の効果はベンチ

題(proposition)を設定していく。まず、方向性を与

ャー企業と大企業とでは異なることが予想される。

える言語であるが、ベンチャー企業では、創造性や
インフォーマルな組織が重視され、大企業では、計

命題３：ベンチャー企業と大企業では、上司の意味

画、コントロール、監視が重視されているという違

作りの言語の使用が、部下の仕事満足、仕事の成果

いを考慮すると、不確実性において双方には違いが

に及ぼす効果は異なる。

ある。なぜなら、計画や監視が徹底されている大企
業は不確実性がベンチャー企業と比較して少ないこ
とが予想されるからである。以上から、不確実性を
減らすための言語である方向性を与える言語の効果

動機付け言語理論の探索的調査モデル１)
方向性を与え
る言語

はベンチャー企業と大企業とでは異なることが予想
される。

仕事満足
感情共有の言
語
仕事の成果

命題１：ベンチャー企業と大企業では、上司の方向
性を与える言語の使用が、部下の仕事満足、仕事の

意味作りの言
語

成果に及ぼす効果は異なる。
次に、感情共有の言語であるが、ベンチャー企業
では、創造性、リスクをとること、インフォーマル
な組織が重視され、大企業では、計画、コントロー
ル、監視、評価、公式化された組織構造が重視され

3 方法 (Methodology)
3.1 調査対象
研究の調査対象は、情報通信産業で働く、営業職
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の部下と上司のセットとし、データの収集は、部下

ベンチャー企業と大企業を分けてみると、ベンチャ

からおこなった。調査対象業種を情報通信産業とし

ー企業は、３８人が回答し、回収率２６％、大企業

た理由は以下の通りである。通信白書(2000)では、

は、３３人が回答し、回収率３９％という結果とな

鉄鋼、電気機器、輸送機器、建設、卸売り、小売、

った。なお、回収した７３人の内、２人が質問票の

運輸、情報通信産業の８業種の産業別実質国内生産

上場市場欄が未記入であったため、２名分は本サン

額を比較している。これら８業種の昭和５５年から

プルには反映していない。サンプルの詳細は以下の

平成１０年までの年平均成長率（％）は、情報通信

表のとおりである。

産業の成長率が７．３％と最も高くなっており、生

サンプルの属性：年齢

産額においても、情報通信産業は他の産業を大きく
上回っている。これらのデータから考えると、今後

大企業
ベンチャー企業

30歳未満
17人(51.5%)
14人(36.8%)

30歳代
12人(36.3%)
17人(44.7%)

40歳代
4人(12.1%)
4人(10.5%)

50歳代以上
0人(0%)
3人(7.8%)

平均値
1.61
1.89

の日本経済を支えるひとつの重要な産業は、情報通
サンプルの属性：性別

信産業であると考えることができる。そこで、本研
究では情報通信産業を調査対象業種とした。
調査対象職種を営業職で上司を持つ部下とした理
由は、以下のとおりである。企業が存続していくた

大企業
ベンチャー企業

男性
25人(75.7%)
26人(68.4%)

女性
7人(21.3%)
12人(31.6%)

無回答
1人(3%)
0人(0%)

めには、顧客に価値ある商品・サービスを提供しな
サンプルの属性：在職期間

ければならない。営業職は、企業にとって顧客接点
として重要な役割を果たしており、ベンチャー企業
と大企業によるマネジメントスタイルや管理行動の

大企業
ベンチャー企業

0〜3年
12人(36.3%)
12人(31.6%)

4〜7年
7人(21.2%)
9人(23.7%)

8〜10年
2人(6%)
4人(10.5%)

11年以上
11人(33.3%)
6人(15.8%)

無回答
1人(3.3%)
7人(18.4%)

平均値
2.38
2.13

違いを直接感じ評価できるのは顧客である。その評
サンプルの属性：従業員数

価者である顧客と直接接する営業職を調査対象にす
ることで、ベンチャー企業と大企業の違いを的確に
捉えることができると考え営業職を調査対象とした。
3.2 サンプルと調査手順 (Sample and Procedures)
本論文では、ベンチャー企業とは、マザーズ、ナ
スダックあるいは、店頭に上場している企業とした。

大企業
ベンチャー企業

平均値
6483人
393人

中位数
1900人
325人

最大値
50000人
1450人

最小値
100人
20人

標準偏差
12533
344

無回答
2人
0人

3.3 尺度（Measure）
3.3.1 動機付け言語 (motivating language)
動機付け言語の測定には、Mayfield,et al. (1995)

また、大企業とは、東証１部または東証２部に上場

によって開発された尺度を使用した。これは信頼性

している企業とした。

(reliability)、妥当性(validity)ともにテストされ、高

調査対象企業の抽出には、
「四季報２００２年夏

い信頼性、妥当性が確認された尺度である。これに

パーフェクト版」を使用した。具体的には、前項で

よって、動機付け言語は、上司とのコミュニケーシ

述べた情報通信産業に属する企業を「四季報２００

ョンに部下が単に満足を示すという次元のものでは

２年夏パーフェクト版」から抽出し、サンプリング

なく、部下を動機付ける戦略性のある言語であるこ

フレーム(sampling frame)を作成した。その結果、

とが確認されたのである(Mayfield,et al.,1995)。本

サンプリングフレームは２００社によって構成され

研究で測定した３つの動機付け言語のクロンバック

た。２００社の内訳はベンチャー企業が１２７社、

αは、方向性を与える言語が.90、感情共有の言語

大企業が７３社となった。そして、サンプリングフ

が.82、意味作りの言語が.90 といずれも高い信頼性

レーム内のすべての企業に電話をし、各社２名の協

を持つことが確認された。

力を要請した。その結果、１１４社がアンケートへ
の協力要請を受諾した。１１４社の内訳は、ベンチ
ャー企業が７２社、大企業が４２社である。
データの収集は、郵送による質問票調査によって

3.3.2 仕事満足 (job satisfaction)
部下の職場における仕事満足を測定する尺度とし
て、Hoppock Scale(1935)を使用した。この尺度は、

おこなった。なお、調査は、完全匿名式で行った。

上司と部下との関係の研究において、部下の職場で

質問票は２２８名（１１４社）に送付し、７３名か

の仕事満足を測定するのに、繰り返し使われている

ら回答を得た。最終的な回収率は、３２％であった。

尺度である。また、Mayfield,et al.(1998)が動機付け
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言語をテストする際に使用した尺度でもある。その

ベンチャー企業が表１、大企業が表２のようになっ

ため、本論文においてもこの尺度を使用した。本研

た。

究における Hoppock Scale のクロンバックαは.74

表１ ベンチャー企業の重回帰分析の結果

であった。
3.3.3 仕事の成果 (job performance)
部下の職場での仕事の成果を測定する尺度として、
Rodwell,Kienzle and Shadur(1998)がコミュニケー
ションの研究をおこなった際に使用した尺度を用い

・方向性を与
える言語
・感情共有
の言語
・意味作りの
言語
調整済みR2
F値

仕事満足

仕事の成果
（仕事の質）

.35

-.21

仕事の成果
仕事の成果
（仕事への情熱） （プライベート重視）

-.11
★

-.02

.19

.58

.10

.09

.10
2.3★

-.07
0.22

-.54
.04
1.43

★

仕事の成果
（仕事への自信）

.02
-.56

.13

★★

-.12

-.11

.26

.35
7.38★★★

.00
0.90

★★★=P<0.01 ★★=P<0.05 ★=P<0.1

※表の中の数字は標準化偏回帰係数（β）を表している

た。本研究における同尺度のクロンバックαは.39
表２ 大企業の重回帰分析の結果

であった。信頼性が低かったため、主成分分析
(principal component analysis)をおこない、同変数
のサブ・ディメンジョン(sub-dimension)を確認する
ことにした。下の表が仕事の成果の尺度の主成分分
析結果を示している。なお、因子抽出にあたっては、
固有値 1，
累積固有値寄与率６０%を基準に抽出した。

仕事満足

・方向性を与
える言語
・感情共有
の言語
・意味作りの
言語
調整済みR2
F値

仕事の成果
（仕事の質）

-.10
.40

-.65

★★

.50

★

仕事の成果
仕事の成果
（仕事への情熱） （プライベート重視）

仕事の成果
（仕事への自信）

.25

-.19

-.10

-.08

.24

.45

.15

.20

.02

.02

-.28

.11
2.29★

.08
1.87

-.06
0.44

-.08
0.25

.00
0.97

★★★=P<0.01 ★★=P<0.05 ★=P<0.1

※表の中の数字は標準化偏回帰係数（β）を表している

仕事の成果の主成分分析結果
仕事の質
私は、現在、最も高い成果水準で働いている
私がしている仕事では、最高水準のうちの1人である
私は、仕事に対して、とても高い目標をおいている
私の仕事は、いつもハイクオリティである
私は、自分の仕事の成果に誇りを持っている
従業員は、生活するのに十分なだけ働けばよい
私は、できるだけよく働こうとする

0.50
0.75
0.69
0.85
0.60
0.13
0.21

仕事への情熱 プライベート重視 仕事への自信

0.15
-0.18
0.41
0.16
-0.61
0.86

すべての有給休暇を使うことは、私の権利である

-0.41
-0.23
0.12

固有値
固有値寄与率

2.76
30.60%

1.4
15.60%

-0.40

は有意に近い関係性が認められた命題を示す。

-0.15

①方向性を与える言語

0.53

0.25

0.86

-0.11
0.93
0.98
10.90%

私がしている仕事では、最も不振なうちの1人である

1.1
12.30%

以下、重回帰分析の結果、統計的に有意、あるい

主成分分析の結果、仕事の成果に関しては、仕事

大企業では、上司が部下に対して方向性を与える
言語を使用すると、仕事の成果（仕事の質）にマイ
ナスの効果が生じる(β=-.65,P<.05)。その他は、有
意な結果が得られなかった。よって、命題１は一部

の質、仕事への情熱、プライベート重視、仕事への

分のみ支持された。

自信という４つの変数を用いることとした。

② 感情共有の言語に関する結果

なお、本研究で使用された尺度(measure)は、原版

ベンチャー企業では上司が感情共有の言語を使用

が英語であるため、それを翻訳して使用した。翻訳

することによって、部下の仕事の成果（プライベー

の際に信頼性、妥当性を損なうリスクを最小限に抑

ト重視）は低下する(β=-.56,P<.05)。また、ベンチ

えるためにダブル・バック・トランスレーション・

ャー企業では上司が感情共有の言語を使用すること

プロセス(double-back translation process)を採用し

によって、部下の仕事の成果（仕事への情熱）が増

た。そして、このプロセスを経て翻訳された質問票

すかもしれない(β=.58,P<.1)。

を用いてパイロット・スタディ(pilot study)をおこな

一方、大企業では、上司が感情共有の言語を使用

い、質問項目の訂正や削除をおこない最終的な質問

することによって、部下の仕事の成果（仕事の質）

票として完成させた。

が向上するかもしれない(β=.50,P<.1)。その他は、
有意な結果が得られなかった。

4 結果 (Results)

以上から、命題２は部分的に支持された。
③ 意味作りの言語に関する結果

分析には統計解析のソフトウエアパッケージであ

ベンチャー企業では、上司が意味作りの言語を使

る Ｓ Ｐ Ｓ Ｓ を 使 用 し 、 重 回 帰 分 析 (multiple

用すると部下の仕事の成果（仕事への情熱）は低下

regression analysis)によりモデルに示した関係性を

するかもしれない(β=-.54,P<.1)。その他は、有意

探索していった。独立変数として３つの動機付け言

な結果が得られなかった。よって、命題３は一部分

語を、従属変数としては仕事満足と仕事の成果を使

のみ支持された。

用し重回帰分析をおこなった。重回帰分析の結果は、
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5 議論 (Discussion)
本研究の目的は、動機付け言語が仕事満足、仕事

の質が高まるという結果になったのである。この違
いが生じる原因を以下のように推測する。大企業で
は部門化の程度が高い(Booding and Wagnar, 1985)

の成果に及ぼす効果を日本においてテストし、ベン

ために、個人の仕事は固定されていると類推できる。

チャー企業と大企業の効果における違いを明らかに

そのため、動機付けられた部下は仕事の量より質を

しようというものである。結果は、ベンチャー企業、

高めるが、ベンチャー企業は、部門化の程度が低い

大企業ともに、動機付け言語は仕事の成果には効果

ために、個人の仕事はそれほど固定されていない。

を持つが、仕事満足に対しては、効果はないという

そのため、動機付けられた部下は仕事の量を高める

結果になった。

のではないかと推測する。以上の推測は、新たな研

本研究での発見によると、大企業では上司が方向

究の機会を提供している。それは、動機付け言語と

性を与える言語を使用することによって、部下の仕

組織の部門化、垂直階層、規則、規制の関係に関す

事の質は低下するということである。一方、ベンチ

る研究である。将来の研究において、上記の関係が

ャー企業では上司が意味作りの言語を使用すること

明らかにされると、マネジメントをおこなう際に有

によって、部下の仕事への情熱は低下するというこ

益であるかもしれない。

とである。この２つの結果は、動機付け言語が仕事

動機付け言語の仕事満足に対する効果についてで

の成果に対してマイナスの効果を持つことを表して

あるが、これに関しては、ベンチャー企業、大企業

いる。これは、理論的背景の部分で述べたとおり、

ともに効果はないという結果になった。このような

大企業とベンチャー企業の持つ管理行動などの違い

結果になった要因として、ベンチャー企業が３８で、

が反映されている考えることができる。大企業では

大企業が３３という少ないサンプル数が影響してい

Sadler-Smith, et al.(2001)が指摘するように、計画、

るのではないかと推測する。

コントロール、監視、評価、公式化された組織構造
など非起業家的管理行動がおこなわれているため、

5.1 制限と将来の研究(limitations and future

不確実性は低く、上司の方向性を与える言語を部下

research)

は必要としていないと推測できる。必要としていな

本研究での発見は、日本の情報通信産業とい

い状況下で、上司が同言語を使用すると部下の仕事

う業種、営業職という職種におけるものである

の成果に対してマイナスの効果を生む可能性がある。

ので、他の業種や他の職種に一般化(genera-

それに対して、ベンチャー企業は、Sadler-Smith, et

lization)することはできない。この点が制限と

al.(2001)が指摘するように、創造的な文化やリスク

なっているが、これは、他の業界や他の職種に

をとることを奨励し、フラットでインフォーマルな

おいて本研究のモデルをテストする新たな機会

構造を作るといった起業家的管理行動がおこなわれ

を提供するものであり、これが将来の研究につ

ている。そのため、組織メンバーの自律的な行動に

ながる。将来の研究で、他の業種や他の職種で

よって運営されている傾向が強い。このような状況

本研究のモデルのテストがおこなわれることに

で、上司が部下に対して、組織の価値観や規範を説

よって、情報通信産業とその他の業種、営業職

明する意味作りの言語を使用することは、上司によ

とその他の職種における動機付け言語の効果の

る“押し付け”と部下は解釈するために、仕事の成

相違を見ることができる。業種別、職種別に動

果に対してマイナスの影響を及ぼすことになるので

機付け言語の効果が理論化されるとすれば、実

あろうと推測できる。

際のヒューマンリソースマネジメント上、非常

感情共有の言語に関しては、Sullivan(1988)や

に有益な発見となることは間違いない。

Mayfield,et al(1995;1998)によって指摘されてきた

２点目の制限は、本研究でのデータは、自己

これまでの傾向とほぼ同じ結果となったが、ベンチ

評価(self-report)によって評価されたものであ

ャー企業と大企業とでは、その効果が異なるという

るという点である。仕事の成果の評価に関して、

発見があった。すなわち、ベンチャー企業では、上

上司などの第３者が評価するのではなく、自己

司が感情共有の言語を使用すると、部下はプライベ

評価を用いている点が制限となっている。しか

ートよりも仕事を重視するようになり、仕事の情熱

し、本研究は、郵送調査法を採用したため、回

が増すが、大企業では、仕事への情熱ではなく仕事

答にあたっての手続上の複雑性を排除する必要
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があった。郵送調査で、部下の成果の評価を上
司がおこなうことは手続上の複雑性を増し、回

【注釈】

収率の低下と未回答の増加を招く恐れがあると

１） 本調査モデルは、Mayfield,et al(1998)を修正したもので

判断し、本研究においては、すべてを自己評価

ある。

とした。その結果、返信率は３２％であった。
将来の研究として、この点を解決した研究に期
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