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PMリーダーシップ類型の具体的行動の多変量解析
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関　文恭　 山口芳樹　吉田道雄
三　角　恵美子＊＊

Multidimensional　Analysis　of　PM　一leadership　behavior．

Fumiyasu　Seki，Yoshiki　Yamaguchi，Michio　Yoshida　and　Emiko　Misumi

　　　　　　　　　　　く　　
　リーダーシップPM理論に基づく，リーダー
　　　　　　　　　　　　（2）　　　　　　（3）　　　（4）
の行動評定尺度が，親子関係，討議集団，官庁，
　　　くらう　　　　　　　くの　　　　　　　く　　

製造部門，金融機関，看護集団等において開発

されてきた。従来のPMリーダーシップにおい

て，PM型のリーダーが，部下の「モラール」

に対して最も効果性が高いことが実証されてき

ている。すなわちPMリーダーシップの尺度

（P尺度10項目，M尺度10項目）において，そ

の程度が強いほど効果的であるということであ

る。しかしながら，現実の職場においては，20

項目の行動以外に，specificな状況における
　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
specificな行動が観察されている。

　本研究は，いわゆるPMリーダーシップ行動

が，具体的な行動において，どのように発揮さ

れているかを実証的に明らかにすることを目的

とする。

　　　　　　　方　　　法

〈調査票の構成〉

　（財）集団力学研究所において開発された，
　　　　　　　　　　くり
組織風土インベントリーのPM評定尺度（20項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　目），モラール尺度（40項目），Smith，P．B．，
　　　　　ほの
Peterson，　Mらが提唱しているリーダーシッ

プ行動評定尺度（35項目）計95項目によって構

成されている。

＊　　九州大学医療技術短期大学部一般教育
＊＊　（財）集団力学研究所
＊＊＊熊本大学教育学部附属教育工学センター

〈調査対象〉

　本研究の調査対象は，福岡市内の某デパート

の一般社員612名（男：143，女：469）。調査は

昭和62年3月に各職場ごとに集団調査方式（無

記名）により実施した。

＜PMリーダーシップタイプと具体的行動＞

　PMリーダーシップタイプと具体的行動を調
　　　　　　　　　く　　ラ
べるために数量化3類による分析を行なった。

統計処理は，九州大学大型計算機センターSP

SSシステムを利用した。多変量解析技法の中

で，パターン分類による数量化3類を適用した

理由は以下の通りである。

　第1に，本研究の目的が，PM型，　P型，　M

型，Pm型という四つのリーダーシップ類型と

諸変数の関係を検討しようとしていることであ

る。すなわち因子分析や主成分分析では，P得

点，あるいはM得点がそれぞれの独立要因とし

て分析の対象となり，P得点とM得点の組み合

せに基づいて決定されるPMリーダーシップ行

動類型を直接的に分析の対象にできないことが

あげられる。PM型，　P型，　M型，　pm型とい

った行動類型を名義尺度としてそのまま分析の

中に組み込み，それら諸変数との関係をみるに

は，パターン分類の数量化が最もふさわしいと

考えられる。第2に名変数を平均より高いか低

いかによってHigh－Lowという2つのカテ

ゴリーに分けて分析するために，変数間の関係

が，より鮮明に見出されることをねらったこセ
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による。もちろん，変数間の関係がより鮮明に

とらえられるということは，反面，結果として

得られる変数間の関係が実際の関係よりも極端

な傾向を示すこともある可能性があることを考

慮しなければならないのは当然である。

　　　　　　　結果と考察

〈数量化3類による分析結果〉

　本分析においては，第一成分（1回目の数量

化）第；成分（2回目の数量化）まで求めた。

　PM類型は，全対象者612名の平均でもって

タイプを決定した。具体的な得点は，PM型一

P得点33点以上，M得点32点以上，　P型一P得

点33点以上，M得点31点以下，　M型一P得点32

点以下，M得点32点以上，　Pm型一P得点32点

以下，M得点31点以下である。

　具体的な行動に関する数量化の結果は，図1

に示す。表1にPM型，　P型，　M型，　pm型の

カテゴリーの近くに位置している第1成分，第

2成分の値を示している。表2に，具体的な行

動のアイテムを示している。

　表2によれば，PM型のリーダーは，「部下

と新しいやり方を話し合う」「達成すべき目標

量を明示する」「改善提案を採用する」「他部門

とのコミュニケーションが不足することはない」

「部下1人1人を対等に扱う」「個人的に困って

いる時に親身になって話し合う」等々である。

すなわちPM型のリーダーは，技術提案をした

り，業務のやり方を話し合うなど仕事の遂行に

関する行動のみならず，部下を対等にとり扱い，

個人的相談にのるなど部下に対して配慮を示す

行動を多くとっている。PM型のリーダーは，
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表1　リーダーシップ類型別の数量化3類による第1成分、第2成分

PM型
記　号 第1成分 第2成分

H4 一1．94 一1．51

E4 一2．51 一〇．18

U8 一3．47 一〇．98

F9 一3．17 一〇．76

LO 一3．01 0．14

G7 一2．05 一〇．52

H9 一1．94 一〇．83

H5 一3．65 0．75

E9 一2．21 一1．92

14 一3．62 一3．92

L4 一1．77 一1．25

B9 一1．19 一〇．38

A8 一2．82 0．35

B3 一1．78 一1．02

V3 一1．17 一〇．76

G1 一2．71 一3．85

C9 一〇．96 一1．04

C5 一1．16 一2．24

V9 一〇．94 一2．20

D9 一1．05 一3．01

K9 一1．93 一3．35

J9 一2．35 一4．04

J4 一3．93 一4．76

P型

記　号 第1成分 第2成分

U1 2．35 一11．68

V5 0．61 一9．51

N6 4．46 一8．32

N1 5．25 一11．52

Q7 一〇．38 一7．81

M型

記　号 第1成分 第2成分

W3 0．11 7．50

C2 0．32 5．69

D5 0．28 5．03

DO 一1．22 4．32

KO 一2。60 5．34

V8 一〇．60 6．26

BO 一〇．13 7．05

N5 一1．21 3．39

L5 一2．29 4．11

G3 1．67 4．64

T9 0．67 4．11

Q9 0．27 3．61

V1 0．54 3．76

F3 0．77 3．61

Pm型
記　号 第1成分 第2成分

L1 3．43 4．02

12 3．63 3．63

G9 3．74 2．92

G4 3．69 2．34

W1 3．27 1．54

E7 3．58 1．01

F2 5．87 0．91

：L7 3．89 1．03

V6 6．72 5．72

J7 3．92 0．58

B1 3．15 5．23

T5 2．47 4．57

H6 3．53 0．37

Q5 2．10 1．61
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表2　リーダーシップ類型別の具体的行動要旨

型 記　号 ア　イ　テ　ム　要　旨

H4 新しい仕事についてメンバー全員と話し合う

E4 部下とともに新しいやり方について話し合う

U8 レクリエーションに月に一度は参加する

F9 改善堤案をかなり採用する

：LO 部下は上役の助言をいつも活用する

G7 他部門との意見の相違についていつも話し合う

H9 他部門とのコミュニケーションが不足することはあまりない

E9 部下1人1人を対等にとり扱う

14 部下が個人的に困っている時に親身になって話し合う

L4 不慣れな仕事のとき、社内慣行をかなり利用する（部下自身）

PM型
B9 同じ職位の他部門の人と1日に数回話をする（部下自身）

A8 個人的に困っている時にかなりしばしば上役に相談する

B3 上役との会合は週に数回

V3 遅刻しがちな部下に15分遅れると非難する。

G1 上役の仕事ぶりが職場の仕事ぶりをかなり左右する

C9 昼食をたいていともにする

C5 勤務時間外に、週あたり4時間以上の残業をする

V9 達成すべき目標量をかなり指示する

D9 上役の目の届く範囲に75％以上いる

K9 不慣れな仕事のとき、マニュアルをしばしば利用する（部下自身）

J9 上役は情報をたいてい教えてくれる

J4 個人的に困っている時、同僚の援助を求めて当事者の負担を軽くする

U1 仕事仲間で破壊的な競争になることがいつもある

V5 遅刻しがちな部下に1分でも非難する

P型 N6 不慣れな仕事のとき、トレーニングの成果を利用しない

N1 不慣れな仕事のとき、ベテラン同僚の助言を利用しない

Q7 上役の行動に関心がある
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関 文　恭・山　口　芳　樹・吉　田　道　雄・三　角　恵美子

型 記　号 ア　イ　テ　ム　要　旨

W3 規則に従うようやかましくいわない

C2 勤務時間を週あたり1～2時間下まわる

D5 職場全体で勤務評価をする

DO 上役の目の届く範囲の90％以上にいる

KO 不慣れな仕事に直面したときマニュアルをいつも利用する

V8 達成すべき目標量をときに指示する

BO 他部門の同じ職位の人と1時間に1回は話をする（部下自身）
M型

N5 不慣れな仕事のときベテラン同僚の助言をいつも利用する

L5 不慣れな仕事のとき、社内慣行をいつも利用する

G3 上役の仕事ぶりが、職場の仕事ぶりに影響することはあまりない

T9 職場の成果は、ベテラン同僚に依存している

Q9 上役よりも部下の仕事ぶりが成果に影響している

V1 遅刻しがちな部下を非難しない

F3 新しい解決策をたまに示す

：L1 不慣れな仕事に直面した時、社内慣行を利用しない

12 部下が困っている時、上役は親身になって相談してくれない

G9 他部門との意見の相違について部下と話し合わない

G4 上役の仕事ぶりが職場の仕事ぶりに影響しない

W1 規則に従うことを全くいわない

E7 部下を対等にとり扱わない

F2 新しい解決策を示さない

Pm型 L7 上役の助言をあまり利用しない

V6 仕事の目標量を全く指示しない

J7 会社の業績をほとんど知らせない

B1 職場での会合は月に1回以下

T5 上役の行動よりも公式に決められた手続きに従う

H6 他部門とのコミュニケーションは不足がちである

Q5 仕事の成果は部下の能力に依存している
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リーダーが果すべき様々な行動を広範に高い頻

度で行なっていることが明白である。その結果

として，職場に高いモラールをもたらすといえ

よう。

　これと対照的な傾向を示しているのが，Pm型

のリーダーである。すなわち「仕事量の目標を

全く指示しない」「他部門との意見の相違につ

いて話し合うことはない」「規則に従うことを

全くいわない」「部下を対等にとり扱わない」

「新しい解決策を示さない」等々部下に対する

業務指導，仕事の遂行に関する行動や，部下に

対する配慮行動に欠けることが明白である。そ

の結果として，職場のモラールの低下につなが

るといえよう。

　P型のリーダーの行動としては「仕事仲間で

破壊的な競争になることがいつもある」「上役

は遅刻しがちな部下に対して1分でも非難する」

「不慣れな問題に直面した時，トレーニングの

成果を活用せず，また同療の助言も利用しない」

「上役の行動に関心がある」が，みられている。

業務遂行についてはきびしい行動を示すが，部

下配慮的行動がみられず，上司と部下が1対1

の関係であることがうかがわれる。

　M型のリーダーの行動は「規則に従うようや

かましく言わない」「業務評価は，職場全体で

行う」「不慣れな仕事のときベテラン同療の援

助を求める」「遅刻しがちな部下を非難しない」

「新しい解決策をたまには示す」等々である。

業務遂行についての行動は少なく，部下配慮的

行動が多いのが特徴的である。

〈PM型モラールとの関係＞

　PM類型別のモラール得点との関係をみたの

が表3である。上司をPM型と認知している場

合に，いずれの要因においてもモラールが最も

高く，Pm型の場合が最低である。　M型，　P型

がその中間に位置している。

　数量化3類の分析により，PM型リーダーの

もとで最もモラールが高いことは，リーダーが

業務遂行と部下配慮に関して広範な行動を強く

示していることがその原因と考察される。

　逆にPm型は，業務遂行，部下配慮行動に欠

け，その結果モラルが最低であると考察される。

表3　リーダーシップ類型別のモラール要因得点　　　（　　）はSD

仕事意欲
給　　与

梠ｫ度
会　　社

梠ｫ度
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Xトレス
仲間意識 会合評価 コミュニ
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　　　　　　　　要　　約

　PMリーダーシップ理論にもとつく，　PM型，

P型，M型，　P　m型のSpecificな行動につい

て数量化3類による分析を行なった。

　得られた主要な結果は次の通りである。

1）PM型は，業務遂行・部下配慮について広

範な，望ましい行動を行なっておりモラールが

最も高い。

2）Pm型は，業務遂行・部下配慮行動に欠け，

モラールは最低である。

3）P型は，業務遂行行動，M型は部下配慮行動

が多く，モラールは，PM型とPm型の中間にある。
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