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リーダーの提示する目標と懲罰の即応性が
メンバーの対リーダー感情に及ぼす影響

野上 真 九州大学大学院人間環境学府
古川 久敬 九州大学大学院人間環境学研究院

Thee脆ctofcontingencybetweentheleader．sgoalandpunishmentbehavioruponmemberlspre鮎renceof
仙eleader

MakotoNogami（Graduateschoolqfhuman−enVironmentstudies，伽shuunivenio，）
HisぬkaFuIⅥkawa（鞠c〟砂げゐ〟∽α〝−e〃γ血〃椚e〃J助成田，勾朋血〃〝ルe柑砂）
WeexaminedtheefftctivenessofthecontlngenCybetweentheleader−sgoalandpunishmentbehavior．The

〟contingency

meanSthedegreetowhichleaderdetermineshisbehaviortothememberaccordingtotheachieve−

mentconcemedtothegoalpresentedbyhim．Then，mOderatlngeffectsoncontlngenCyOfmembers■heteronomy
andleaderprototypeheldbymemberswereexamined．SSwere149universityandgraduateschooIstudentsand
mledoutthequestionnaire．WepresentedSS2丘ctitiouscases．Onedescribesthatleaderpunishedmembers
dependingonthememberlsachievementoftheleader−sgoal，andtheotherdescribesthatleaderdidsoindifftrent
tothepresentedgoal・SSevaluatedpreftrenceoftheleaderforeachcase・Resultsareasfo1lows．SSIspreftrence

Ofleaderismorepositivewhentheleaderpunishedmembersaccordingtothemember saccomplishmentofthe
leader

sgoal．AndmoderatlngeffbctsoncontlngenCyOfSS−sheteronomyandleaderprototypeheldbySSare not

Obviouslyfound．
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目

的

成果主義に基づく組織運営においては，メンバーの成

水準（Pods止0仔et血．1982），メンバーのネガティブな
感受性や，「社会は公正なものであるべきである」とい
う信念のほか，メンバーの認知する手続き公正，分配公

果に対するリーダーの適切な報酬・懲罰が重要であると

正（Ballet．al．1994）という組織運営上の公正認知によっ

考えられる。特に懲罰は，メンバーに対して不利益をも
たらすため，メンバーの対組織満足感を損ないやすく，
メンバーが納得しやすいように
，慎重に行われる必要が

て，懲罰の効果が異なることが示唆されている。

ある。
現実の組織において，懲罰に対するメンバーの納得感

バー個人，という個人対個人の関係においてなされるも
のであることを前提としてきたものと考えられる。しか

を規定する要因は，多岐にわたるであろう。その証左と
して，リーダーの懲罰の効果を明らかにした一連の研究
では，懲罰が成果に基づいたものである場合にも，その

はその役割上の必要から，メンバー個人に対してのみな

効果には一貫性が見出されていない（Podsakoffet．al．，

ただし，従来の研究において取り上げられてきた懲罰
は，その概念規定，また測定において，リーダ∵村メン

し，組織が集団レベルでの成果を追求する以上，リーダー

らず，集団全体に村して懲罰を行う場合も想定される。
特に後者の場合，集団の目標の達成度に応じて懲罰がな

されるため，リーダーが日常的に提示している目標と懲
1984，8allet．d．，1994，淵上，2002）。すなわち，成果
に基づいた懲罰が，メンバーのモチベーションに影響を

罰の即応性（懲罰が，提示された目標の達成度に即した

及ぼさないという知見もあれば（Podsakoffet．al．，1982，
WilliamSet．al．，1992），メンバーのモチベーションを低

れる。

める効果があるとする知見もある（例えば01dham，197
6）。このことは，メンバーが懲罰を，「成果に基づいた

示と懲罰の即応性が，リーダーの懲罰に対するメンバー

ものである程度）に注目することが重要であると考えら
以上の問題意識から，本研究では，リーダーの目標提

ものである」ということだけを以って容認するものでは

の抵抗感及び，対リーダー感情に与える効果を検討する。

ないことを示唆するものである（Pods止0仔et．al．，1984）。
過去の研究では，例えば，メンバーのパフォーマンス

併せて，その効果が，メンバーの個人要因によって，い
かに仲介されるかについても検討する。
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さて，リーダーの目標提示と懲罰の即応性は，メンバー
にいかなるインパクトを与えるであろうか。まず，リ・−

メンバーよりも，他律志向性の高いメンバーにおいて顕
著に見られることが予想される。

ダーの日常的に提示する集団の目標と懲罰の間に即応性

がある場合，メンバーは，リーダーの懲罰が合理的なも

仮説1a：仮説1の傾向は，他律志向性の低いメンバー

のであると判断することが容易になると考えられる。ま

よりも，他律志向性の高いメンバーにおいて，顕著に見

た，目標と懲罰の間の即応性は，目標の不達成が懲罰に

られるであろう。

直結する，という認識をメンバーに持たせると同時に，
リーダーが「一定の基準」に基づいてメンバーを評価し

ている，というメンバーの実感に結びつくであろう。そ

懲罰的リーダープロトタイプを取り上げる理由は，こ
れが，メンバーの懲罰への反応を規定する重要な要因と

のことが，リーダーのもとで努力が報われる可能性が高

なると考えられるためである。

い，というメンバーの期待感と，リーダーに対する信頼

淵上（2002）は，大学生や社会人を対象にした質問紙
調査により，■懲罰的リーダープロトタイプを強くもつ人

感をも高めるであろう。以上の議論から，本研究では次
の仮説を提示する。

は，あまりもたない人に比して，組織の指導において懲
罰を用いるリーダーに対して好意的であることを明らか

仮説1：リーダーが日常的に提示する目標と，後続の懲

にしている。こうした知見から，懲罰的リーダープロト

罰の間に即応性がある場合，メンバーの対リーダー感情

タイプを強くもつメンバーは，リーダーの懲罰を「必要

は良好であろう。

で価値あるもの」と認知するものと考えられる（淵上，
2002）。そのため，懲罰的リーダープロトタイプを強く

仮説1の傾向は，メンバーの個人要因によっても規定
されるものと考えられる。本研究ではメンバーの個人要

罰が合理的なものである根拠を必要としないものと考え

因として，メンバーの他律志向性（自らの行動を決定す
るとき，他者の意向や周囲の状況を重視する傾向）と，

たないメンバーの場合，懲罰そのものを合理的なものと

メンバーのもつ懲罰的リーダープロトタイプ（リーダー

考える傾向がないため，懲罰に合理的な根拠があるか否

もつメンバーは，あまりもたないメンバーに比して，懲
られる。一方，懲罰的リーダープロトタイプをあまりも

は懲罰を行うものだ，という一般的見解）を取り上げる。

か（懲罰がリーダーの提示した目標に即したものである

他律志向性を取り上げる理由は，これがリーダーの目
標提示と行動の即応性の，メンバーにとっての必要性を

か否か）に対して敏感に反応するものと考えられる。
以上の議論から，リーダーの提示する目標と懲罰の即
応性が，対リーダー感情にもたらす影響は，懲罰的リー

規定する重要な要因になると考えられるためである。
野上（1997）は，他律志向性の高いメンバーは，そう
でないメンバーに比して，リーダーの指示的行動を求め

ダープロトタイプをあまりもたないメンバーにおいて，

顕著に見られるものと予想される。

る傾向が強いことを示唆した。こうした知見は，他律志
向性の高いメンバーの場合，自らの行動を決定する上で，

仮説1b：仮説1の傾向は，懲罰的リーダープロトタイ

他者の意向を重視するため，リーダーの指示が活動の重
要な指針となることを示唆するものである。敷術すれば，

プを強くもつメンバーよりも，懲罰的り」ダープロトタ

イプをあまりもたないメンバーにおいて，顕著に見られ

他律志向性の高いメンバーは，リーダーの提示した目標

るであろう。

を自らの活動の指針として重視するものと考えられ，提
示された目標と即応性のある懲罰がなされたとき，他律
志向性の低いメンバーよりも，懲罰を合理的なものとし

方

法

て納得しやすいものと考えられる。そのため，他律志向

1．調査の概要

性の高いメンバーにおいては，他律志向性の低いメンバー
に比して，リーダーの懲罰と目標提示の即応性が，対リー

質問紙調査による。平成15年5月から8月にかけて，
国立K大学の大学生及び大学院生を対象に実施。回収

ダー感情にポジティブな効果をもたらしやすいものと予

した149名分を分析対象とした。

想される。逆に，提示された目標と即応性のない懲罰が
とられたとき，他律志向性の高いメンバーの抵抗感は，

リーダーの提示する目標を拠り所としている分，他律志
向性の低いメンバーに比して強いものであると考えられ
る。

以上の議論から，リーダーの目標提示と懲罰の即応性
が，対リーダー感情に及ぼす影響は，他律志向性の低い

2．質問紙の構成
（1）事例の提示

大学テニス部を舞台にした2つの事例（リーダーの提
示する目標と懲罰に即応性のある事例と，ない事例）を
提示し，回答者には，自分がテニス部の部員であるとい

う想定のもと，事例を読んでもらった（全文は末尾資料
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参照）。
以下の事例1は，リーダーの提示する目標と懲罰に即
応性のある事例として，事例2は，リーダーの提示する
目標と懲罰に即応性のない事例として設定されている。

（3）他律志向性尺度

自らの行動を自らの価値観にもとづいて決定する傾向

を問う。
「自分のことは自分で決めないと気がすまない」「既成
のものむ±こだわらず自分がよいと思ったことをする」

事例1．主将は日常的に試合で勝つことを部の目標とし

「自分なりの価値観をもっている方である」「世間の動き

て強調していた。そして，部が試合で負けたとき，部員
たちを厳しく叱責した。
事例2．主将は日常的に試合で勝つことを部の目標とし

に動じない方である」の4項目である（5段階評定，全
て逆転項目）。山岡・押見（1986）を参考に作成した。α
係数は．72である。

て強調せず日常の努力の重要性のみ強調していた。そし
て，部が試合で負けたとき，部員たちを厳しく叱責した。

（4）懲罰的リーダープロトタイプ尺度

リーダーはメンバーに対し苦言を呈するものである，

の人格に対するメンバーの好感度は別である可能性があ

というプロトタイプをどの程度もっているのかを問う。
「一般的に，リーダーはメンバーを批判する立場にあ
ると思う」「一般的に，リーダーはメンバーに苦言を呈

るので，主将の懲罰に対する抵抗感を問う項目

する立場にあると思う」「一般的に，リーダーはメンバー

（Podsako仔et．al．，1984を参考に作成）及び主将への親近
感，主将への期待感，主将への信頼感を問う項目（5段
階評定，淵上，2002を参考に作成）を設けた。
主将の懲罰に対する抵抗感を問う項目は，「公式戦の
後で，主将は部員が責任を問われるべきではないことに
関して叱責したと思う」，「公式戟の後で，主将は部員を

の至らぬ点をはっきり指摘するものだと思う」「一般的

（2）懲罰に対する抵抗感尺度及び対リーダー感情尺度

リーダーの行動に対するメンバーの好感度と，リーダー

に，リーダーはメンバーの達成度を厳しく批評するもの
である」の4項目である（5段階評定．podsako仔，198も
淵上，2002を参考に作成）。α係数は．63である。

結

正当な理由なく叱責したと思う」，「公式戦の後で，主将
は部貞がよくやったにもかかわらず叱責したと思う」，

果

質問紙で提示した2つの事例それぞれについて，主将

「公式戦の後で，主将が何故部員を叱責したのか理解し
がたい」の4項目である（5段階評定，α係数＝．72）。

が「試合で勝つこと」を目標として強調していた程度を

主将への親近感を問う項目は，「主将に親しみを感じ
る」と「主将はリーダーとして好ましいと思う」の2項

ため（事例1＞事例2，t＝19．12，p＜．01），事例間で，目

問う項目（5段階評定）を設けたが，有意差が見られた
標としての「試合で勝つこと」の重要性の強調に差があっ

目である（5投階評定，α係数＝．78）。
主将への期待感を問う項目は，「今後，主将の指導の

たことが確認された。

もとで充実した部活動ができると思う」と「今後，主将

る場合，メンバーの対リーダー感情は良好であろう）に

の指導のもとで部貞の努力は報われそうだと思う」の2

ついて検討する。

仮説1（リーダーの提示する目標と懲罰の即応性があ

項目である（5段階評定，α係数＝．81）。
主将への信頼感を問う項目は，「主将の指導する部に

リーダーの懲罰に村する抵抗感，リーダーヘの親近感，
リーダーへの期待感，リーダーへの信頼感について，目

標提示と懲罰の即応性あり条件・（事例1），なし条件
（事例2）間で比較を行った結果，いずれの変数も，即
応性なし条件より，即応性あり条件においてポジティブ

愛着を感じる」「今後も主将の指導のもとで部活を続け

たいと思う」の2項目である（5段階評定，α係数
＝．83）。

Table 1
リーダーの目標・懲罰の即応性の有無と対リーダー感情
目標・懲罰の即応性
あり

リーダーヘの親近感
リーダーへの期待感
リーダーへの信頼感
注）カツコ内標準偏差， ♯■p＜．01

11．22（3．28）
4．49（1．83）
4．93（1．98）
4．42（1．77）

13．01（3．76）
4．19（1．88）
4．42（1．90）
4．13（1．87）

2 7 5 7
1 5 6 5
5 1 2 1

懲罰への抵抗感

なし
▲T

＊
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4

■■■
l
懲罰 へ の 抵 抗 感

の抵抗感や，リーダーの人格に対する好感度に影響力を
もつことを示唆するものであった。本研究で提示した2

勺︶

つの条件（目標・懲罰の即応性あり条件と，なし条件）
＋他律志向性低群
♯他律志向性高群

は，「集団レベルの成果が出せなかったことに対する叱
責が行われた」という点で共通していた。しかも，事例

2

で取り上げた集団は，一般に試合での勝利を目標として

l

一−

l

あり（事例1）

なし（事例2）

目標と懲罰の即応性

いると考えられる運動部集団である。それにもかかわら
ず，リーダーの提示した目標と懲罰の即応性の有無によ

l

り，対リーダー感情に差が生じた。このことは，リーダー

0

Fig．1リーダーの目標と懲罰の即応性，部下の他
律志向性が懲罰への抵抗感に及ぼす効果

が，組織の目標をはっきりと提示することの重要性を示
すものである。

特に，仮説1（リーダーの提示する目標と懲罰の即応
性がある場合，メンバーの対リーダー感情は良好であろ

であった（Tablel）。特に，リーダーの懲罰に対する抵

う）で予想された傾向が，リーダーへの期待感を従属変

抗感と，リーダーに対する期待感については，条件間で
有意差（p＜．01）がみられた。このことは仮説1を支持

数とした場合に顕著に見出された点は，目標と懲罰の即
応性が，「この、リーダーのもとでならば，努力が報われ

している。

る」という将来的な期待感にも結びつくことを示すもの

仮説1a（仮説1の傾向はメンバーの他律志向性が高
い場合，顕著に見られるだろう）について検討する。
他律志向性尺度得点について，サンプル中から±1／2

標準偏差で高群と低群を抽出し，リーダーの懲罰に対す

である。
さて，本研究の冒頭で，成果主義に基づく組織運営に
おける適切な報酬・懲罰の重要性にふれたが，成果主義

に基づく組織運営においては，「敗者復活」の機会を残

る抵抗感，リーダーへの親近感，リーダーへの期待感，

しておくことの重要性も指摘されている。言い換えれば，

リーダーへの信頼感について，目標・懲罰の即応性の有

現在低い評価を受けていても，将来の努力により挽回で

無×他律志向性の2要因分散分析を行った。その結果，
いずれの従属変数においても交互作用は有意でなく，わ

が必要とされている，ということである。目標と懲罰に

ずかにリーダーの懲罰に対する抵抗感についてのみ，有

即応性がある場合，懲罰が行われてなお，将来的な期待

意に近い結果（F＝3．06，p＝．08）が得られた。しかも，
目標・懲罰の即応性あり条件よりも，なし条件において

感が生じることを示唆する本研究の結果は，成果主義の

リーダーの懲罰に対するメンバーの抵抗感が高くなる傾

せるものと考えられる。

向は，他律志向性高群より，他律志向性低群において顕
著であった（Fig．1）。このことは，仮説1aに反する。
仮説1b（仮説1の傾向は，懲罰的リーダープロトタ

イプをあまりもたないメンバーの場合，顕著に見られる
だろう）について検討する。

きるという期待感を，メンバーが抱くことのできる環境

組織における，リーダーの目標提示の重要性を再確認さ
目標と懲罰の即応性が対リーダー感情に及ぼす効果に

ついて，回答者の個人要因（他律志向性，懲罰的リーダー
プロトタイプをもつ程度）の仲介効果は顕著に見られな
かった。これは本研究の仮説に反する結果である。また，
リーダーに対する抵抗感についてのみ，目標と懲罰の即

懲罰的リーダープロトタイプ尺度得点について，サン

応性の有無×他律志向性の交互作用が有意に近い水準を

プル中から±1／2標準偏差で高群と低群を抽出し，リー

示したが，その交互作用は，本研究における仮説に反す

ダーの懲罰に対する抵抗感，リーダ「への親近感，リー

るものであった。野上（1997）は，大学生の運動部貞を対

ダーへの期待感，リーダーへの信頼感について，目標・

象とした調査において，本研究の他律志向性尺度と同じ

懲罰の即応性の有無×リーダープロトタイプの2要因分
散分析を行った。その結果，いずれの従属変数において
も交互作用は有意でなかった。従って仮説1bは支持さ

項目を用い，他律志向性の高いメンバーは，他律志向性

れなかった。

の低いメンバーに比して，リーダーの圧力的行動によっ
てリーダーへの反発を感じる傾向が強いことを示してい

る。こうした知見を参考にすると，他律志向性の高い回
答者はリーダーの懲罰にストレスを感じやすいために，

目標と懲罰の即応性による，懲罰への抵抗感の低下が顕
考

察

本研究で得られた結果は，リーダーの提示する目標と

著に見られなかったものとも考えられる。
また，回答者のもつ懲罰的リーダープロトタイプの仲

懲罰の即応性（懲罰が，提示された目標の達成度に即し

介効果が見出されなかった理由については，目標・懲罰

たものである程度）が，リーダーの懲罰に対するメンバー

の即応性の主効果が強いものであった，ということのほ
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かに，本研究で使用した懲罰的リーダープロトタイプ尺
度の項目上の問題が考えられる。本研究で使用した尺度
は，「リーダーは懲罰を行うものである」という見解を
どの程度もっているかを問うものであった。しかし，本
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行動の受け入れをいかに規定するかが検討された。併せ
て，その効果が，メンバーの他律志向性（他律的に行動
しようとする傾向），リーダープロトタイプによって，
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リーダーシップ行動は，メンバーのモラールや対リーダー
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懲罰行動である。調査方法は，質問紙法による。調査対

象は，大学生及び大学院生149名であった。質問紙では，
2つの仮想事例（リーダーが提示した目標についての達

資料

質問紙において提示された2つの事例の全文
事例1

Aは大学テニス部の主将であり，あなたはその大学テ

成度に応じてメンバーに懲罰を行う事例と，目標に即応
せず懲罰を行う事例）が提示され，それぞれの事例につ
いて，回答者はリーダーに対する好感度を評定した。本
研究で得られた結果として，リーダーの目標と懲罰の即
応性がない条件よりもある条件において，回答者の対リー
ダー感情は良好であった。そして，その傾向には，回答

繰り返していました。そして，練習の指導においては，

者の他律志向性およびリーダープロトタイプの仲介効果

技術が向上しない部員に対し，「しっかりやれ。毎日練

は顕著に見られなかった。

習しても試合に勝てなければ意味がないぞ」と声をかけ

ニス部の部員です。

Aは，主将に就任した当初，新入部員を勧誘するとき
から，「部活動の目的は試合に勝つことだ。部活として
テニスをやる以上，勝つことにこだわらなくてはならな
い」と言っており，普段のミーティングでもその言葉を

ていました。
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事例2

Bは大学テニス部の主将であり，あなたはその大学テ
ニス部の部員です。
Bは，主将に就任した当初，新入部貞を勧誘するとき
から，「部活動で，試合の勝敗は結果に過ぎない。重要

そして，練習の指導においては，技術の向上しない部
員に対し，「しっかりやれ。結果は練習についてくる」
と声をかけていました。
部員たちの多くはそんなBの指導のもと，毎日遅く
まで練習に熱心に取り組みました。そして半年後の公式
戦でクラブは負けました。そのときBは部貞を集め，
「今まで何のために練習してきたんだ。次の試合で勝と

なのは，試合までにどれだけ努力してきたかということ

うという気がない者は今日限りでやめてもらいたい」と

なのだ」と言っており，普段のミーティングでもその言

伝えました。
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