
Ⅰ 問題の所在

ごく大まかには、1960年代以降のリーダーシップ研究は、コンティンジェン

シー理論を経て、カリスマ・変革型理論（charisma/transformationaltheory）、

リーダーメンバー交換理論（LMX:leader-memberexchangetheory）、幻想

理論（romanceofleadership）、自己カテゴライゼーション理論（self-

categorizationtheory）と発展していくが、そこでは認識論の変遷を認める

ことが出来る。リーダーシップのみならず状況やフォロワーの態度が、リーダー

シップの有効性を規定するという視点が強調されるようになってきたのである。

第二次世界大戦後に始まった行動アプローチが、リーダーシップを「構造づく

り」と「配慮」の２次元でとらえ、その両者が優れたリーダーシップの下で、

集団は高い成果をもたらすと主張していたことを考え合わせると、顕著である。

本論で示すように、コンティンジェンシーアプローチに整理される諸研究は、

かならずフォロワーを変数として扱っている。この扱い方は二つに大別するこ

とが可能である。まず、フォロワーの状態がリーダー行動と成果の関係をモデ

レートするという視座がある。具体的には、フォロワーがリーダーに対して好

意的であるか否か、リーダーの持っていない情報を持っているか否か、フォロ

ワーがリーダーの決定を受け入れそうかどうか、フォロワーが十分な能力を持っ
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ているかどうか、といったフォロワーについての変数がリーダーシップをモデ

レートするという視点である。他方、フォロワーの認識を変数として扱う諸研

究がある。具体的には、フォロワーがリーダーシップをどう感じるかという認

識を変数として取り上げているのである。もちろん研究によっては、両者の視

点を含んでいるものもある。

いずれにせよ、リーダーシップが意図を持った影響力の行使であり、その成

果を実現するのがフォロワーである以上、フォロワーを理論の枠組みに導入す

ることは当然の帰結といえよう。

この小論の目的は、とくに、フォロワーがリーダーをどうとらえるかという

視点を念頭において、コンティンジェンシー理論について再考察することにあ

る。すでに、Fiedler（1967）やHersey&Branchard（1977）やその続編は邦

訳が出版されるなど、我が国でもすでに様々なコンティンジェンシー理論が紹

介されている。あえてここで再考察を試みる目的は、以下の3点にまとめるこ

とが出来よう。

� 視座の変化を整理し直す。

先に述べたように、フォロワーを理論枠組みに取り入れることの端緒をコン

ティンジェンシー理論に見ることができる。Houseの経路-目標理論が後のカ

リスマ理論につながったとHouse自身が述懐するように、後のリーダーシップ

理論はフォロワーの認識を意識して理論構築されているものが多い。とはいえ、

フォロワーを変数として扱いつつも、コンティンジェンシー理論すべてが、フォ

ロワーの認識を意識している訳ではない。単に状況変数の一つとして扱ってい

る理論も存在する。

� 成果は何かということについてそれぞれの立場を明らかにする。

日野（2002）に述べたように、リーダーシップ研究では、リーダーシップの

成果が何を意味するのかがないがしろにされてきた、あるいは先行研究が成果

変数とした苦情、職務満足などを無自覚に継承してきたきらいがある。リーダー
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シップが意図に基づく影響力の行使であるならば、その成果は意図の実現度合

いで把握されるべきである。Barnard（1938）の用語法に従うのであれば、有

効性概念を成果としなければならない。コンティンジェンシー理論がどのよう

に意図を取り上げてきたかを検討する必要がある。

� リーダーシップと成果の間の因果関係についてどのように説明されてい

るかを明らかにする。

前項とも関わる問題設定であるが、成果とリーダーシップの間の因果関係に

ついて、どのような説明を試みているかを考察する。例えば２次元モデルにお

いては、構造づくりと配慮という二つの行動がなぜ高い生産性や職務満足につ

ながるかの説明は後回しにされてきた感がある。しかし、コンティンジェンシー

モデルの中には、ある状況下でなぜ優れた成果をもたらすのかの説明を試みて

いる理論がいくつかある。

コンティンジェンシーアプローチに分類されるリーダーシップ研究として、

Daft（1999）、Yukl（1998）Vecchio（1987）、Hughesetal.（2002）などを参

考に、以下の４つの理論を取り上げる。これは、その後のリーダーシップ研究

に与えたインパクトを考えた選択である。

まず、Fiedler（1964）に遡ることが出来る状況即応モデルを取り上げる。

可塑性に乏しいリーダーのパーソナリティが、どのように状況と交互作用を持

つか、つまりどのような状況下で効果的か探求したモデルである。つぎに、

Vroom&Yetton（1973）に遡ることが可能な意思決定モデルを取り上げる。

リーダーシップを意思決定として捉え、フォロワーの持つ情報と意思決定が受

容される可能性の両者が、有効な意思決定スタイルを決定するとの立場から理

論構築を試みている。第三に、Hersey&Blanchard（1977）以降、何度か改

訂が行われている状況対応リーダーシップを検討する。フォロワーの能力に応

じたリーダーシップスタイルがあるべきだというのが、彼らの主張の骨子であ

る。
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最後に、House（1971）に遡る経路-目標理論について取り上げる。興味深

い点は、Vroom（1964）によるモティべーションの期待理論の誘意性と期待

にそって理論構築している点である。つまり目標の価値をはっきり示し、そこ

への到達手順を明らかにするような状況を作り出すリーダーシップが有効であ

ると主張している。

さて、本稿の問題意識は、コンティンジェンシー理論におけるフォロワーと

成果の扱われ方であった。４つのリーダーシップ理論についてレビューを行っ

た後、この問題に改めて答えることにしたい。

Ⅱ FiedlerのLPC状況即応（LPCContingency）モデル

１．理論の概観

Fiedlerのモデルは、リーダーのパーソナリティと状況諸要因が相互作用し、

行動や業績が規定されるという問題意識に基づく（Fiedler1993邦訳書p.3）。

ことFiedlerのモデルに限っては、リーダーシップの有効性が、状況変数によっ

てモデレートされるという紹介のされ方は誤りである。なぜならFiedlerは対

人影響過程であるリーダーシップではなく、リーダーのパーソナリティに注目

しているからである。Fiedler（1967； 1993）などによって、モデルを概観す

ることにしよう。

まず、リーダーはパーソナリティから、課題動機型（task-motivated）と

関係動機型（relationship-motivated）に分類される。前者は、課業に集中し

役割や仕事を割り当て、後者は、集団のモラールを向上させ、魅力を向上させ、

課業の達成のための協働へと動機づけようとする。行動そのものではなく行動

の前提にあるパーソナリティに注目しているのである。

あるリーダーがどちらのパーソナリティを持つかは、LPC尺度によって判

定される（図表1）。LPCとはもっとも望ましくない仕事相手（leastpreferred

co-worker）を意味する。つまり、実在するもっとも仕事相手として望ましく

ない（なかった）ひとの性格を、どのように評価するかによってパーソナリティ
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を判定しようとする。具体的には、仕事相手として最悪である人の性格までも

を、きびしく評価するリーダーは課題動機型（低LPC）、たとえ仕事について

はそうであったとしても性格まではそれほど低く評価しないリーダーは関係動

機型（高LPC）に分類される。Fiedlerらは、LPCによって、タスクがうまく

いくことを重要だと考えている程度を明らかに出来ると考えているのである。

つぎに、三つの状況変数を想定している。 �リーダーとメンバーの関係、

�タスクの構造化の程度（e.g.目的が最初から明確であり、タスク解決の手順

がはっきりしており、結果の評価が容易であるか）、 �リーダーの地位に基づ

くパワー（e.g.罰や報酬、採用や解雇にどの程度関わることができるか、業績

を評価する立場にあるか）の三つであり、それぞれリーダーが答えるべき質問

項目によって、測定される。

これら三つの状況変数が、それぞれ、良・不良、高・低、強・弱の二項でと

らえられ、八通りの状況が想定されている。有利な状況とは、リーダーのパワー

が強く、状況を管理しやすい状態である。ゆえに、この状況を高統制と呼び、

逆に不利な状況を低統制と呼ぶ。

八通りの状況と効果的なリーダーの関係は（図表2）のように示される。状
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（図表１） LPC尺度の例

（説明）今一緒に働いている人か、かつて働いたことのある人で、もっとも一緒にう

まく働くことの出来ないひとを思い浮かべてください。この人は、一番好きではない人

でなくてもよいが、仕事をするにあたって、もっとも困難を感じるようなひとでなけれ

ばなりません。対になっている形容詞の間の数字に丸を付けることによって、この人を

評価してください。

愉快な 8 7 6 5 4 3 2 1 不愉快な

友好的な 8 7 6 5 4 3 2 1 非友好的な

拒絶的 1 2 3 4 5 6 7 8 受容的

支援的 1 2 3 4 5 6 7 8 阻害的

○のついた数字を足し合わせることによって、LPC得点を算出する。

Fiedler（1976）（邦訳書pp.359�364）より一部抜粋



況が良好な（高統制）場合と不良な（低統制）場合に課題動機型（低LPC）

のリーダー、中程度の良好さ（中統制）の場合に関係動機型（高LPC）のリー

ダーの下でのグループの成果が高くなる。

以上にまとめられるFiedlerの主張は、次項で詳述するようにいくつかのテ

ストによって実証されている。

２．FiedlerのLPCコンティンジェンシーモデルのブラックボックス

さて、仮説が実証的に確認されたといっても、そのことは因果関係を説明し

たことにはならない。なぜ、（図表2）が示すように、状況が良好な場合と不良

な場合に課題動機型（低LPC）のリーダー、中程度の良好さの場合に関係動

機型（高LPC）のリーダーの下でのグループの成果が高くなるのであろうか。

Fiedler自身もこの問いを、 このモデルの「ブラックボックス」と表現して

いる（Fiedler1993）。本節では、なぜ図表２に示されるような結果が示され

るのか、ということについてFiedler自身の著作（Bons& Fiedler1976；

Fiedler&Garcia1987； Fiedler1993）を中心に考察する。

まず意外な結果であるが、追試（e.g.Bons&Fiedler1976；Fiedler1967）

によれば、関係動機型（高LPC）のリーダーは、常に配慮の次元に整理され

るような行動をとるわけではない。つまり、常に報酬を与えたり、非指示的で
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（図表２）リーダーのパーソナリティと状況変数、成果変数の関係

リーダー・メンバー関係 良 好 不 良

タスク構造化の程度 高構造化 低構造化 高構造化 低構造化

地位に基づくパワー 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

リーダーにとっての望ましさの順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

リーダースタイル

高LPC（関係指向） × × × ○ ○ ○ ○ ×

低LPC（タスク指向） ○ ○ ○ × × × × ○

Fiedler（1967）（邦訳書p.240）

（注）作表にあたっては、Hughesetal.（2002）などを参考にした。



あったり、参画を促したりするわけではない。課題動機型（低LPC）のリー

ダーも同様である。

確かに、低統制、中統制、の状況では、関係動機型（高LPC）のリーダー

は配慮的に、課題動機型（低LPC）のリーダーは構造作り的に振る舞うが、

高統制、つまり有利な状況では、パーソナリティと行動の間に逆転が生じるこ

とが明らかになっている。関係動機型リーダーは、課題に焦点を絞り、配慮的

でなくなり、逆に課題動機型リーダーは、人間関係に配慮するというパターン

が明らかになっている。

この逆転現象を説明するために、Fiedlerが注目したのは、認知的資源（cog-

nitiveresource）である。認知的資源とは、知的能力、技術的能力、経験など

いわば「能力」と呼ぶべきものを意味する。これらのものがすぐれていれば、

リーダーは、うまくリーダーシップを発揮し、グループの成果を高めることが

出来るという仮説を立てることが可能である。

しかしながら、能力が優れているからといって優れたリーダーシップを必ず

しも発揮出来るわけではない。高ストレス下では、知的能力が優れたリーダー

よりも経験が優れたリーダーの方が、高い業績を上げることが、確認されてい

る（Fiedler&Garcia1987）。なぜならば、高ストレス下では、リーダーの関

心は課題からそれてしまい、認知的資源に基づく論理的・分析的指向よりも、

より頼りやすい過去の経験に頼ってしまいがちだからである。その結果、経験

に優れたリーダーの業績が高くなるのである（Fiedler1993）。

以上の論理が、状況によって生じる動機と行動の逆転現象をも説明する。高

統制、つまりリーダーにとって有利な状況では、リーダーは論理的、分析的手

法に基づいて行動する。しかしながら状況が悪化してくると、慣れ親しんだ行

動、よりパーソナリティに近い行動へと逃げ込んでしまうのである。

一方でそもそも集団は、リーダーが計画や意思決定、行動戦略を伝えてこな

ければ、良きにせよ悪しきにせよ成果を上げることは出来ない。Fiedlerは、

この伝達は一義的には指示的な行動によってなされなければならないとの前提

に立つ（Fiedler&Garcia1987）。つまりリーダーの知的能力は、リーダーが
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指示的（構造作り的）な場合においてのみ集団の業績に対し影響を与える。

再び（図表2）を見れば、有利な状況（高統制）と不利な状況（低統制）の

両者において、課題動機型（低LPC）リーダーの業績が高い。有利な状況に

おいては、フォロワーたちも問題解決の手順を十分に知っており緊張状況にな

い。そのため、リーダーの知的能力が集団の成果に対し、影響を与える余地は

小さくなるはずである。ここでは、配慮的なリーダー行動をとることによって、

目標達成への関心を保ち、集団を前向きに進めることが可能になるのである。

一方、不利な状況では、フォロワーたちはそもそも、問題解決について十分

な知識があるわけではなく、リーダーとの関係もうち解けたものではなく、場

合によっては敵意に満ちたものであるかもしれない。このような場合、関係動

機型リーダーは配慮的行動で、課題動機型リーダーは構造作り的行動で、課題

に取り組もうとする。そこでは個々に配慮をすることにとらわれ身動きできな

くなってしまう関係動機型リーダーよりも、集団に強い調子で接する課題動機

型リーダーの方が、高い業績を上げることが可能だと結論づけることが出来る。

以上のように、リーダーの動機と成果の関係を、Fiedler自身は認知的資源

理論によって説明することを試みているが、以下に示すように、リーダーの動

機と成果の関係を説明しているとは、とうてい言い難い。依然として、ブラッ

クボックスは開かれていないと言うべきか。

３．LPCコンティンジェンシーモデルの問題点

かねてより、このモデルは、LPCによって示されるリーダーの動機と、成

果の間を何ら説明しておらず、理論とは呼べない、という批判がなされていた

（Yukl1998）。Fiedlerらは認知資源モデルを援用することによって、この批判

に答えようとしたが、依然として十分な答えになっているとは言い難い。

われわれは、問題点は次の３点に集約されると考える。

� LPCによって測定されるパーソナリティによる説明への執着

観察可能な行動そのものではなく、わかりにくい尺度で測定されたパーソナ
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リティと状況による説明を試みている。

前項で述べたとおり、ひとは不利な状況において慣れ親しんだスタイルに回

帰するという主張そのもの、また、不利な状況では経験のあるリーダーが高い

成果を上げるという認認知資源理論の主張そのものは、確かにいくつかの実証

研究によって支持されている（Yukl1998）。しかし、不利な状況下ではなじ

んだ行動スタイルに偏るという主張は理解できるが、有利な状況下において行

動スタイルをなぜ変えるのかについて十分な説明がなされているとは言い難い。

高統制つまり有利な状況で、課題動機型、関係動機型リーダーの両者とも行動

様式を変える。なぜ、関係動機型リーダーは有利な状況でまずい行動スタイル

を選択してしまうのだろうか。

Chemers（1997）によれば、高統制下においては、そもそも関係動機型のリー

ダーの他者に好かれたいという動機はすでに充足されており、問題解決を参加

的に行わせる必要も見あたらなくなり、退屈してしまい、必要とされない指示

的行動に時間を浪費してしまうと主張している。

しかしながら、少なくとも有利な状況下で、最善の行動を選択できるか否か

は、LPCによって測定される対人知覚に関するパーソナリティではなく、認

知的資源ないしは知的能力そのものにかかっているように思われる。関係動機

型リーダーの中にも、知的能力に優れたリーダーはおり、フォロワーとの関係

をよく見極めて、自分のパーソナリティに基づいて、配慮の次元に整理される

行動を示すリーダーが存在するはずである。LPCと知的能力の間に相関が存

在しないことは、確認されている（Kennedy,Houston,Korsgaard&Gallo

1987）。

結局のところ、それぞれの状況において、最善の行動スタイルがあるとすれ

ば、パーソナリティではなく、状況にとって最適な行動そのものを取り上げて

考察すれば良いように思われる。LPCによって測定されるリーダーのパーソ

ナリティは、もはや集団の成果を説明していない。

そもそもリーダーシップ研究は、特性から観察可能な行動へと、説明変数を

進化させてきた。LPCという尺度自体にも疑問が示される尺度を用いて、パー
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ソナリティを測定し、パーソナリティと状況の交互作用を認知的資源モデルに

よって説明しようという試みは、複雑さの割には成功していないように思われ

る。

� フォロワーとの関係が静的かつリーダーの視点のみで捉えられている

LPCコンティンジェンシーモデルでは、フォロワーとリーダーの関係を状

況変数の一として扱っている。もしリーダーがグループの支持を欠けば、リー

ダーの努力は、グループそのものを管理することに浪費されてしまい、問題解

決に十分集中できなくなってしまう。その結果、集団の業績は低いものになる、

というのが彼らの主張である。

この主張そのものについて議論することの積極的な意義は見いだせないが、

二点の問題点がある。

一つは、フォロワーとリーダーの関係は、静的ではなく、時間の経過とリー

ダーの働きかけによって、変化していくことを考慮する必要がある。このこと

を検討する際に、Graen、Scanduraらによるリーダーメンバー交換理論

（leader-memberexchange：LMX theory） は示唆に富む。 Graen &

Scandura（1987）は、LMXが、役割取得、役割形成、役割習慣化の段階を踏

んで進化することを示している。すなわち関係のごく初期には、メンバーはリー

ダーの期待をはかりかねており、時間の経過とともに指示や期待、実際の行動

などがやりとりされるうちに、お互いの役割を形成し固定化していく。彼らの

主張に沿えば、フォロワーがリーダーのよき部下となるかそれとも面従腹背の

態度をとるかは、リーダーとフォロワーの関係が築かれていくプロセスの産物

に他ならないのである。

第二に、誰の視点によるリーダーとフォロワーの関係か、という視点からの

問題点を指摘できる。Fiedlerらの議論では、リーダーの視点からの関係が議

論の対象となっている。ストレスを感じるような条件下、つまり低統制下では

リーダーが知的能力を十分に発揮できないという主張にとって重要なのは、リー

ダーが関係をどのように捉えているかなのである。

駒大経営研究第38巻第１・２号 （ ）28 28



しかし、LMX理論や、Hollander（1977）による特異性信頼性についての議

論が示唆するのは、関係を捉える場合には、フォロワーの認識、つまりフォロ

ワーが関係をどう捉えているかがより重要だということである。リーダーを好

ましく認識しその影響力を積極的に受け入れようとするからこそ、リーダーシッ

プは成立するという主張である。FiedlerらのLPCコンティンジェンシーモデ

ルでは、関係の重要性は問題とされつつも、その問題意識はLMX理論や

Hollanderとは、全く別のところにあるのである。

� リーダーシップスタイルは不変であるという仮定

Fiedlerらは、低LPCか高LPCかというパーソナリティをリーダーシップと

してとらえているように、リーダーのスタイルは、そう簡単には変わるもので

はないと主張する。パーソナリティの変化には、数年間の強力な精神療法が必

要だという（Fiedler1964）。そのため、もし高業績を期待するのであれば、

状況に応じたリーダーを選抜・指名するか、状況をリーダーに合ったように変

える必要がある。

「適材適所」という言葉があることを否定しないが、次節で取り上げる

Vroomのような状況に応じてリーダーシップが変化しうるという実証研究を

みれば、また、多くのリーダーシップ研修が、飽きもせず実務界でも行われて

いることを顧みれば、不変のリーダーシップという主張には疑問符を付けざる

を得ない。

４．小括

LPCコンティンジェンシー理論には、いくつかの貢献があることは事実で

ある。中でも最大のものは、リーダーシップを考える際には、状況を考えなけ

ればならない、というコンティンジェンシーモデルの発想を、リーダーシップ

論に導入したことにある。その中でも、フォロワーとの関係の重要性をいち早

く指摘している点は、慧眼といえよう。

また、リーダーシップの従属変数を小集団の成果に限定し、産出量/投入量
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で操作化可能な生産性や、上司によって評価される成果に限定していることに

よって、議論がクリアになっている。

何を成果とするべきかということについて、しばしば議論が錯綜することが

あるが、彼らの主張は明快である。どのような集団のリーダーかということを

考えて、適切な成果変数をとるべきである。Fiedlerらが、小集団に議論を限

定したことは、有益であったと考えられる。

しかしながら、大まかにいって、以上述べたように、リーダーシップと成果

の間の関係がうまく説明できない点、リーダーとメンバーの関係を重要視しつ

つも、うまくモデルに組み込めなかった点という二つの問題点を残している。

このことは、リーダーシップとリーダーという概念そのものを曖昧にしている

ことから生じていると考えられる。

Fiedlerらは、リーダーシップスタイルという用語を用いる。これは、高

LPCか低LPCかというリーダーのパーソナリティを意味する。リーダーとリー

ダーシップという概念を区別して考えなかったところに、彼らの誤謬の始まり

があると思われる。

リーダーシップは論者の数だけ定義があるともいわれるが、少なくとも他者

に対する働きかけ、でなければならない。リーダーのパーソナリティはリーダー

シップとは言い難いのである。彼らがLPCというユニークな尺度を開発した

がために、かえってそれにとらわれてしまったためであろう。

Ⅲ Vroom&Yetton，Vroom&Jagoの参加的意思決定

（participativedecision-making）モデル

１．モデルの概要

Vroom&Yetton（1973）、およびその改良版であるVroom&Jago（1988）

は、状況に応じた最適の意思決定手法を探求したリーダーシップモデルである。

リーダーシップは、意思決定に限定され、フォロワーを意思決定に参加させる

程度の一次元で記述される。

経営管理における参加に注目することは、何もVroomらに始まったことで
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はない。Likert,McGregorらによる1950年代から60年代にかけての行動科学

の諸研究は、参加的経営（participativemanagement）が従業員の職務満足

や高い生産性をもたらすとの結論に達している。ここでは、参加的経営は状況

に依存することなく、高い動機づけや職務満足をもたらすと仮定している。

Vroomらのモデルは、以上の諸研究とは全く異なる問題意識を持つ。まず

参加的決定の効果は、高い職務満足ではなく高質の意思決定とその実行である。

また、参加的決定の有効性は状況に依存する。つまり、常に参加的決定や従業

員中心型のリーダーシップが、高い成果をもたらすとは考えていない。具体的

には、次の二つの条件に当てはまる場合、参加的決定は有効な意思決定手法と

なる。

� 質を要求される決定において、意思決定に必要な情報を十分持っていな

い場合

結果に優劣が生じる複数の代替案が存在する場合、成果は意思決定に依存し

ている。このような場合、優れた意思決定を行う、つまり質の高い意思決定を

行う必要がある。逆にどのような決定を行おうとも、大差ない意思決定も存在

する。例えば、製品の価格の決定や購買先の決定には質が要求されるだろうし、

誰が休暇をとるかの割り振りや汎用品の購買先の決定は、いわばどうでもいい

決定である。質の要求される決定をする場合には、満足水準を満たす代替案を

収集する必要がある。手持ちの情報では不十分な場合、意思決定者は情報を収

集する。フォロワーが情報を持っているのであれば、フォロワーを意思決定に

参加させ、フォロワーの能力や情報を活用することが高い成果をもたらす。

� 参加的決定がフォロワーによる決定の受容に好影響を及ぼす場合

仮に質の高い決定が行われたとしても、フォロワーらに受け入れられない場

合には、何ら成果を生まない。リーダーが専制的に決定したことが、フォロワー

に嫌悪の情をもって迎えられるのであれば、有効な意思決定手法とは言えない

であろう。組織における意思決定は、常にフォロワーにとって甘いものではな
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い。相談を受けたり、決定プロセスに参画することは、理由を知ることにつな

がり意思決定の受容をもたらす。

�の主張は、March&Simon（1993）に代表される情報プロセシングパラ

ダイムの基本命題とも沿うものであるが、 �の主張はしばしば忘れられがち

であると、Vroom自身が指摘している（Vroom1975）。

さて、以上の二つの条件と意思決定の方法を組み合わせて、Vroomらは、

状況に応じた規範的な意思決定モデルを示した。ここでは、わが国で紹介され

ることの少なかった改良版のVroom&Jago（1988）について取り上げること

にする。改良版モデルはコンピュータを用いて最適の意思決定手法を導出する

プログラムを念頭に設計されている。そのため、条件は、連続尺度での測定を

前提としたワーディングを採用している。意思決定ツリーによって、モデルの

概要を理解するためには、連続尺度の両端を、Yes-Noに読み替える必要があ

る。

意思決定の方法は、参加の程度に応じて、（図表３）に示されるように分類

される。頭文字のAはAutocratic（専制）、CはConsultative（相談）、Gは

Group（集団）を意味する。

条件と手法の組み合わせは、採用してはならない意思決定手法を指摘してい

く手順によって、進められる。例えば、決定が重要であり、なおかつ必要な情

報を持っていない場合、AⅠやAⅡは、とるべき方法でないであろう。逆に、

フォロワーらが必要な情報を持っていたとしても組織目標が十分に理解されて

いない場合にはGⅡはとるべきではない。というのは、フォロワーたちが意思

決定に過度に関与することになり、結局意思決定の質が低いものにとどまる可

能性が生じるからである。このような場合、CⅠ、CⅡが、とりうるべき意思

決定手法と言うことになる。

複数の選択肢が残された場合には意思決定にかかる時間を考慮し、時間的制

約が大きい場合、より専制的な決定を、時間的余裕がある場合は、フォロワー

の育成のために参加的な意思決定手法を採用することが推奨される。この時間
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的制約を考慮に入れると、意思決定ツリーは２種類描くことが可能である。こ

こでは、フォロワーの育成指向のモデルを示す（図表4）。

Vroom &Jagoにおいては、（図表４）に示される意思決定の条件として

�～�の８つが示されるが、こののうち、�、�、�の三つが情報プロセシン

グ理論が指摘する意思決定の質にかかわる条件であり、その他が意思決定の受

容に関わる条件である。８つの条件によって、とるべきではない意思決定を排

除していった結果、樹形図の右端に示される意思決定手法が、その状況に応じ

てとりうるものを示している。

さて、Vroomらは、以上に述べた規範的な意思決定モデルについて、いく
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（図表３）意思決定手法の類型

ＡⅠ
現時点で手にしている情報を用いて、自分自身で問題解決ないし意思決

定をする。
0

ＡⅡ

部下から必要な情報を得、それから自分自身で問題に対する解決案を決

定する。部下に質問の目的を告げても告げなくてもよいし、取り組んで

いる問題、意思決定についての情報を述べても述べなくてもよい。彼ら

からの情報は、特定の情報を求めることに対する反応である。彼らは問

題の定義、代替案の収集、評価においては役割を持たない。

0.625

ＣⅠ

関係のある部下と個人的に問題を共有し、彼らをグループとしては扱わ

ないが、アイデアと示唆を得る。その後、リーダーが意思決定をするが、

この決定は、部下からの情報を反映していてもしていなくてもよい。

5

ＣⅡ

問題を集団会議において部下と共有する。この会議で彼らのアイデアと

示唆を得る。それからリーダーが意思決定をするが、この決定は部下か

らの影響を反映していてもしていなくてもよい。

8.125

ＧⅡ

問題を部下とグループとして共有する。共同で代替案を収集し、評価し、

解決案への合意を形成するように試みる。リーダーの役割はきわめて議

長的であり、議論を調整し、焦点を問題へ向け、重要な問題が議論され

ることを確実にする。リーダーは持っている情報とアイデアをグループ

に提供することは出来るが、「リーダー」の解決案を彼らに「押しつけ」

てはならないし、グループ全体の支持を得た解決案を受け入れ、実行す

る意思を持つ。

10

Vroom＆Yetton（1973）p.13およびp.17

（注）表右の数値は、AⅠを0、GⅡを10としたときの参加度を数値化したもの。



つかの実証研究を行っている。Vroom（1975）は、管理者に実際に行った意

思決定のうち、成功したものと失敗したものの二つを想起してもらい、モデル

が示唆した意思決定手法を用いた場合に、成功事例が多く見られることを示し

た。

その他のVroomらの主張を支持する研究として、Field（1982）、Vroom &

Jago（1978）、最近の研究ではDuncanetal.（2003）を挙げることが出来る。
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（図表４） Vroom&Jago（1988,p.185） 育成指向意思決定ツリー

� 質の必要性（QR） その決定の技術的な面での質はどの程度重要か。

� 貢献の必要性（CR） その決定（の履行）にとって、部下の貢献はどの程度必要

か。

� リーダーの持つ情報（LI） 高質の決定をするために十分な情報を持っているか。

� 問題の構造（ST） 問題は十分構造化されているか。

� 貢献の可能性（CP）もし単独で意思決定した場合、合理的に見て部下はその決定に

貢献するだろうか。

� 目標の一致（GC）問題解決をするにあたって、部下は達成すべき組織目標を共有

しているだろうか。

� 部下のコンフリクト（CO）望ましい決定に対し、部下間でコンフリクトが生じる

だろうか。

� 部下の持つ情報（SI） 部下は、高質の決定をするのに十分な情報を持っているか。



２．他者依存性とリーダーシップの成果

結局、Vroomらは、リーダーシップの成果を、質の高い決定がフォロワー

によって実行されることだと考えていることになる。質の高い意思決定のため

に必要な手持ちの情報が不足している場合と、単独の決定ではその実行に十分

な関与が期待できない場合には、より参加的な意思決定手法の採用が成果の前

提になると考えているのである。

Vroomらの一連の研究を、リーダーかフォロワーかという視座、リーダー

シップと成果の因果関係の説明というわれわれの当初の問題意識のうちの二つ

に沿って評価してみることにしよう。

まずVroomらの第一の貢献は、リーダーシップおよびリーダーシップの成

果が、フォロワーに相当部分依存していることを指摘したところにある。（図

表４）に示される�～�の条件について再検討してみよう。前節で示したよう

に、これらは意思決定の質に関わる条件と、受容に関わる条件に分類すること

が出来る。この中で純粋にリーダーのみに関わる条件は、リーダー自身が十分

な情報を持っているか、の一項目のみである。決定の受容、コンフリクトの発

生は、フォロワーの状態についての条件である。また、問題が構造化されてい

るか否か、決定の質が要求される問題か否かは、純粋にタスク環境に関わる問

題である。

中でも、フォロワーによる受容を、二つの条件として扱っている。一つは意

思決定（内容の実行）にとってのフォロワーのコミットメントの重要さであり、

もう一つは、リーダーが単独で意思決定を行った場合のフォロワーのコミット

メントが期待できる程度である。

第二の貢献は、リーダーシップの成果を高質な意思決定の実行としたことで

ある。Vroomらがとらえるリーダーシップは、Barnard（1938）の有効性と

能率の区別に沿えば、有効性指向である。職務満足や動機づけといったミクロ

の諸変数をリーダーシップの成果として捉えてきたそれ以前のリーダーシップ

研究とは一線を画している。

第三の貢献は、リーダーシップと成果の関係が情報プロセシングパラダイム
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に基づいて説明されている点である。リーダーシップの成果とは受容される可

能性の高い高質の意思決定をすることである。そして、それは状況をにらみつ

つリーダーが選択した意思決定手法に依存する。

Vroomらの主張する質の高い意思決定（high-qualitydecision）とは、実

行された場合に、成功する確率が高い意思決定である。それは、入手可能な情

報や、組織の目的・目標と一致した合理的な意思決定を意味する。

一方、組織の目的とは、制約された合理性の下での目指すべき満足基準とし

て表現される。March&Simon（1993）を始めとする情報プロセシング理論

の基本的な主張によれば、意思決定者は、手持ちの情報では満足基準を満たす

ような意思決定が出来ない場合に限り、コストを要する探索活動をはじめる。

Vroomらの主張は、以上の基本的主張に合致する。つまり、高質な意思決

定がリーダーの手持ちの情報のみでは不可能な場合、決定そのものに要する時

間と、参加者の機会コストとしての時間（決定に参加しなければ他に振り向け

られたであろう時間）の両者を必要とする高コストの参加的決定を必要とする

のである。

３．補足と小括

Vroomらのリーダーシップ論は、リーダーシップがフォロワーに依存して

いるという前提に立つ。具体的には、リーダーが意思決定に必要な情報を持ち

得ず、その入手をフォロワーに依存している点と、いかなる意思決定であって

もその実行はフォロワーによってなされる点の二点に限定し、議論を展開して

いる。

成果を高質な意思決定の受容とした点で、成果に関する議論は明快である。

ここでは、フォロワーをどう捉えているかについて小括したい。

Vroomのリーダーシップ論は、リーダーの認識を問題としている。必要な

情報を誰が持っているか、またそれが受容されるか否かの判断はリーダーの判

断である。もっとも、その認知のプロセスについて詳しく述べているわけでは

ない。組織論においては、人間の認知が客観的に制約されているという見方と
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主観的に制約されているという見方の二通りが存在する（Mintzbergetal.

1998）。前者は、何らかの問題によって客観的な事実を十分に把握できないと

いう見方、後者は、そもそも事実とは主観の産物であるという見方である。意

思決定モデルはどちらかといえば前者の立場でリーダーの認識を問題としてい

るように思われる。

またリーダーシップがフォロワーによって受け入れられることによって成立

し、何らかの成果をもたらすという他者依存性に基づいて理論が構築されてい

る。それは、フォロワーが意思決定を受容するかどうかについてリーダーが判

断しているところに見ることができる。

とはいえ、フォロワーは自らの主観的判断に基づいて、リーダーの決定を受

容する存在であるが、なぜ、どのような場合に、リーダーの決定を受容するの

かについてはVroomらは触れていない。どのような決定をどのような場合に

どのような論理構造に基づいて、受容するのか否かというフォロワーの意思決

定のプロセスについての記述はない。その点で、あくまでフォロワーは、状況

変数のひとつであり、リーダー行動と成果の関係をモデレートするのにすぎな

いのである。

いくつかの点で彼らのモデルには反論がある（Yukl1998）。ひとつだけあ

げておくと、リーダーシップという複雑な現象を意思決定に、またその意思決

定自体をきわめて単純に捉えているという点である。実際の意思決定は、より

診断的なプロセスを含むように思われる。例えば、専制的な意思決定を提案し

てみて、受け入れられなさそうだったら、参加的決定を選択するといったモデ

ルの方がより現実に近いように思われる。また、逆に交渉を重ねるうちに、専

制的な決定でも受容される場合や、意思決定の途中でフォロワーが交代するよ

うな事態も起こりうるであろう。

とはいえ、問題を単純化することによって得られたいくつかの知見、リーダー

シップの成果がフォロワーに依存しており、意思決定が受容されるかどうかの

判断が重要であること、高質な意思決定の受容を成果変数としたことなど、彼

らの意思決定モデルの貢献は小さくない。
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Ⅳ Hersey&Blanchardらの状況対応リーダーシップ

（situationalleadership）

１．モデルの概観

Hersey&Blanchard（1977）らによる規範的なコンティンジェンシーモデ

ルが、状況対応リーダーシップ（situationalleadership）理論である。

Vecchio（1987）によれば、その発想はReddin（1967）にさかのぼることが出

来る。後述するように、彼らの主張は、今ひとつ実証的に支持されないという

問題点はあるものの、彼らの理論の持つ影響力を考えれば、ここで一節を裂き

検討することに一定の意義があるものと思われる。事実、執筆したテキストは

版を重ね二度邦訳も出され多くのテキストが引用している（1）。

彼らの基本的な主張は、フォロワーの成熟度（maturity）に応じたリーダー

シップスタイルがとられるべきである、とまとめることが出来る。つまり、状

況変数はフォロワーの成熟度である。本項では、この主張を中心にモデルを概

観し、次項で実証されないという問題点について検討することにしよう。

まず、フォロワーの成熟度は、職務成熟度（jobmaturity）と心理的成熟

度（psychologicalmaturity）の両次元で捉えられる。前者は職務に対する知

識や能力の高低、後者はモティべーションや自信、意欲の高低を意味する。両

次元において成熟していない場合（M1）がもっとも成熟度が低く、ついで、

能力は低いが意欲が高い（M2）、能力は高いが意欲の低い（M3）の順で、もっ

とも成熟度の高い状態が両次元ですぐれている（M4）の状態である。

一方リーダーシップは、タスク行動（taskbehavior）と関係行動（relation-

shipbehavior）の二次元で測定される。両次元はほぼ、オハイオ州立研究の
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構造作りと配慮、三隅のPM理論でいう業績達成行動と集団維持行動に相当す

る。二次元の高低を組み合わせて、4通りのリーダーシップスタイルが導き出

される。

フォロワーの成熟度に応じて、とられるべきリーダーシップスタイルが存在

するという彼らの主張について、（図表5）に従って整理することにしよう。ま

ず、フォロワーの成熟度が最も低いM1の状況においては、タスク行動が多く

関係行動の少ない教示的（telling）リーダーシップスタイルが有効である。

つぎにフォロワーの意欲はあるが能力のないM2の場合には、タスク行動、関

係行動の両者においてすぐれた説得的（selling）リーダーシップスタイルが、

能力は高いが意欲が低いM3の状況においては、参加的（participating）リー

ダーシップ、つまり低いタスク行動と高い関係行動が有効なリーダーシップス
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（図表５）Hersey&Branchardの状況対応リーダーシップ

リーダーシップスタイル

低タスク

高関係

S3（参加的）

高タスク

高関係

S2（説得的）

低タスク

低関係

S4（委任的）

高タスク

低関係

S1（教示的）

フォロワーの成熟度

高 中程度 低

M4 M3 M2 M1

能力が高く、意欲

や革新を示す。

能力は高いが、意

欲は弱く、不安を

示す。

能力は低いが、意

欲や確信を示す。

能力も意欲も低く、

不安を示す。

（注）Hersey,BranchardandJohnson（2000）（邦訳書pp.188�197）を参考に作表し

た。readiness（レディネス）という用語が用いられているが、本稿では彼らが以前

から用いていた成熟度に統一した。



タイルとなる。最後に、フォロワーが能力、意欲の両者において高い成熟度を

示している場合には、委任的（delegating）なリーダーシップスタイルが有効

となる。

また、彼らは、フォロワーの成熟度に応じたリーダーシップスタイルのほか

に、フォロワーの成熟度を向上させる、つまりフォロワーを育成することにつ

いて言及している。そもそも、状況対応リーダーシップの原点は、Hersey&

Blanchard（1969）にあるが、ここで提示された呼称は、リーダーシップのラ

イフサイクルモデルである。フォロワーの成熟度合いに応じたリーダーシップ

という考え方には、フォロワーの成長が必然的に含まれるといって良い。フォ

ロワーの成長を促すようにＳ１からＳ４へと行動様式を変えていく必要がある。

即ち、意欲も能力も欠くフォロワーに対しては、意欲を引き出すために、タス

クについて詳細な指示を与えることを徐々に減らし、向上・発展を励ますこと

を徐々に増やしていくようなリーダーシップ、つまり、説得的なリーダーシッ

プスタイルを徐々に取り混ぜることによって、フォロワーの成長が促せるとし

ている。

結局のところ彼らは、リーダーはフォロワーの成熟度に応じて行動スタイル

を変化させなければならないという主張、またその成熟、成長を促すようなリー

ダーシップスタイルをとらなければならないという主張をしていることになる。

これらはわれわれの日常感覚から見ても、素直にうなずけるものである。

彼らの主張についていくつかの実証研究が行われている。Hambleton&

Gumpert（1982）は、彼らの勤務先であるゼロックス社において、状況対応

リーダーシップの浸透度の調査とともに、理論の有効性について実証研究を行っ

ている。その結果、マネジャーがフォロワーの成熟度に対応したリーダーシッ

プスタイルをとる場合において、マネジャーの評価するフォロワーの成果が高

いことが明らかにされている。

しかしながら、Vecchio（1987）によれば、状況対応リーダーシップの有効

性を支持する研究は上述のHambleton&Gumpert（1982）のみである。Graef

（1983）、Blank,Weitzel&Green（1990）、Vecchio（1987）など、彼らのモデ
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ルに疑問符を付ける実証研究の方が多数存在する。次節では、これらの実証研

究を検討した後、Hersey&Blanchardの主張について、本稿の問題意識、つ

まり認識論と成果の点から検討してみることにしよう。

２．モデルの問題点

状況、つまりフォロワーの成熟度に応じたリーダーシップスタイルが存在す

る、という状況対応リーダーシップ理論の基本主張の大部分を否定する実証研

究が存在する。その一例として、Vecchio（1987）を取り上げてみることにし

よう。

Vecchioは、フォロワーの業績、リーダーとの関係、監督方式への満足の3

成果変数について、Hersey&Blanchardの主張通りにフォロワーの成熟度合

いとリーダーシップスタイルが適合している群と適合していない群の差を検定

している。その結果、全体として有意差を見いだすことは出来なかった。ただ

し、フォロワーの成熟度合いによって、低成熟群（M1）、中成熟群（M2,M3）、

高成熟群（M4）の３つの群を分類し、同様の検定を行った結果、低成熟群に

おいてのみ、Hersey&Blanchardの主張を裏付ける結果を得ている。つまり、

状況対応リーダーシップのうち、フォロワーが意思も能力も欠く場合に高タス

ク行動・低関係指向のリーダーシップが有効であるという主張しか実証的に確

認されていないのである。

そもそもHerseyらの主張は、われわれのリーダーシップの成果と視座とい

うみて、看過できない問題をはらんでいる。有効なリーダーシップがもたらす

成果という概念が混乱しているうえに、なぜあるリーダーシップスタイルが高

い成果をもたらすのか、という因果関係の説明が欠落しているのである。

まずHersey,Blanchard&Johnson（2000； 邦訳書 pp.142�159）にしたがっ

て、彼らの成果に関する議論について検討してみよう。彼らによれば、効果的

なリーダーシップとは、リーダーの地位に基づくパワーや脅しではなく、個人

的な働きかけによって、フォロワーが意図を達成するために行動し組織目標を

達成することを意味している。彼らは、以上を短期的な成果とし、時間的経過
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の中で組織全体に関わる成果として、組織に関わる諸変数、つまり売り上げや

コスト、離職率などを挙げている。つまり受容され協働を引き出すことが短期

的な成果、事業報告書に掲載されるような変数が長期的な成果ということにな

る。

短期的な成果と長期的な成果、いう問題意識は明快であるものの、どちらも

十分な理論的説明がなされ、かつ操作化されているとは言い難い。例えば、意

図の実現のために行動することであれば、フォロワーがリーダーの意図をどの

ようにどの程度受け入れているかが重要であり、操作的に把握される必要があ

る。また、彼らのいう長期的な成果は、リーダーの意図、組織の目標に照らし

て定義されるべきである。規模の拡大を急ぐ部門とリストラを進める部門では、

当然成果としてとられる指標は異なって然るべきである。また、影響力が受容

され、リーダーの意図通りに組織を動かすことが出来たとしても、そもそもそ

の方向が間違っている限り、売上増やコスト削減に結びつくことはあり得ない。

つぎに、なぜ状況適応が高い成果をもたらすのか、ということについて具体

的な説明を欠いている。例えば意欲も能力も欠くフォロワーに対しては、高タ

スク低関係指向の行動が有効であることが、確認されている。ところが、意欲

も能力も欠く状態であればこそ、高タスク高関係指向の行動は、有効ではない

のだろうか。また百歩譲って、高タスク低関係指向の行動がすぐれていたとし

ても、高タスク高関係の行動でも、十分な成果をもたらすことができるのでは

ないだろうか。少なくとも、状況変数を考慮していなかった時代の行動アプロー

チの諸研究に従えば、高タスク高関係指向が普遍的に優れているという主張が

成り立つはずである。具体的な説明を欠き、行動を従来の行動アプローチと同

様の二次元で捉えたために、このような反論が成り立つ余地を残してしまって

いる。

もしも仮に、フォロワーの意識やモティべーション、能力の変化を媒介変数

として取り上げれば、状況対応リーダーシップがなぜ高い成果をもたらすのか

についての説明が可能になり、モデルそのものも現在とは異なったものになっ

たかもしれない。
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さらに、タスク行動と関係行動の二次元のみでフォロワーの育成を扱おうと

することには無理がある。1980年代以降のカリスマ型・変革型リーダーシップ

研究の多くでは、フォロワーの育成や配慮が独立の次元として扱われている。

結局のところ、その発想は示唆に富むものの、Hersey&Blanchardの状況

対応リーダーシップは、十分な頑強性を備えた理論としては評価できない。わ

れわれの問題意識から見ても、リーダーの意図を持ち出しながらも、その操作

化に失敗し、成果についての議論を混乱させたままにし、なぜ成熟度合いに適

応したリーダーシップが高い成果をもたらすのかという因果関係についての議

論を置き去りにしてしまっているのである。

３．補足と小括

実証的な裏付けが得られず成果についての議論が曖昧なままにされている点、

因果関係の説明が十分でない点とHersey&Blanchardの状況対応リーダーシッ

プは、理論として問題が多い。

もっとも、状況対応リーダーシップ理論の部下の成熟度合いを見てリーダー

シップを考えよであるとか、部下の成長を促すように行動せよ、という基本主

張の当否を議論することには、意味がない。それは、Drucker、Herzberg、

Maslowといった人びとの言説が、科学的に厳密に実証されなくとも、実用的

で示唆に富み、多くの研究者、実務家の関心を引きつけるのと同じである。事

実、彼らの手によるテキストブックが版を重ね、彼ら自身によれば多くの実務

家教育に用いられていることはそのことの証明と言える。

また、部下の育成をも含めた実証研究はなされておらず（Yukl1998）、こ

の点については、別の議論が必要かもしれない。

成果を何にとればいいのか、という点について彼らの議論は明快ではないが、

逆に示唆を引き出すことが可能である。具体的には、リーダーの意図・目標を

考慮した指標をとるべきだ、ということである。産業・組織心理学の諸研究が、

条件反射的に、職務満足やモティべーションの強さを成果変数としてきたこと

は、批判されるべきである。なぜ、それらがリーダーシップの成果と呼べるの
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かについて、議論の余地が残されているからである。

われわれの問題意識からすれば、状況対応リーダーシップ論の貢献は、フォ

ロワーの成熟度に着目した点にあるように思われる。

Ⅴ Houseの経路-目標（path-goal）理論

１．モデルの概要

1971年にAdministrativeScienceQuarterlyに掲載されたHouse（1971）以

降、研究が積み重ねられた経路-目標理論は、その名前の通り、経路（path）

を明確に示し、目標（goal）の魅力を理解させるリーダーシップの成果が最

も優れている、という基本主張を持つ。元々のアイデアは、Evans（1970）に

さかのぼることが可能であるとHouse自身も指摘しているが（House1996）、

本稿では主にHouse&Mitchell（1974）、House（1996）にしたがって、経路-

目標理論について検討することにしよう。

経路-目標理論は、Vroomらの期待理論にルーツを持つ。期待理論は動機づ

けの過程に注目し、ひとのモティべーションの強さを結果の主観的な望ましさ

（誘意性）とその結果への到達しやすさの主観的な評価（期待）の積で説明す

る。期待理論から示唆される優れたリーダーシップとは、フォロワーにとって

魅力ある報酬、つまり誘意性を準備し（目標）、それが手に入るであろうとい

う期待（経路）を高めるようなリーダーシップということになる。

House&Mitchell（1974）以降では、リーダー行動は経路-目標を明確に示

す指示的（directive）行動、友好的な態度で接し部下の幸福を考える支持的

（supportive）行動、重要な意思決定への関与を求める参加的（participative）

行動、高い業績水準を求める達成指向（achievement-oriented）行動の４通り

を仮定している（図表６）。指示的（経路�目標明確化）行動は構造作り、支持

的行動は配慮の次元に相当するものである。

House&Mitchell（1974）は、経路目標理論は二つの基本仮説からなると

説明している。まずリーダーの行動が受け入れられ部下を満足させるのは、部
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下がその行動を現在ないし将来に満足をもたらすものとして認めている範囲に

限られる。次に、リーダーの行動が動機づけ効果を持つのは、�その行動が成

果によって部下の欲求の満足を生み出す範囲、�成果を上げるのに必要なコー

チングや支持、支援、報酬などを提供することによって、部下の置かれた環境

を補う範囲に限られる。つまり、部下がリーダーシップを受容することによっ

て満足できる結果に到達できると認めること、またリーダーシップが部下にとっ
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（図表６）四つのリーダー行動

指示的（directive）、経路-目標明確化（path-goalclarifying）行動を特徴づけるのは、

部下に何が期待されているのかをわからせ、何をすべきか、どうやってなされるべき

かの詳細な指示を与え、集団の中での役割を理解させ、なすべき仕事のスケジュール

を策定し、明確な業績基準を示し、集団のメンバーに決まったルールや約束に従うよ

うに求めるリーダーである。指示的であるが、非権威的（nonauthoritarian）、非懲

罰的（nonpunitive）な行動である。オハイオ州立研究が構造作り（initiatingstruc-

ture）として扱ってきたものと同様の行動である。

支持的（supportive）行動を特徴づけるのは、部下の幸福、欲求に対して関心を払う

行動である。部下の幸福に関心を払い、友好的で心理的な支援にあふれた職場環境を

作る。経路-目標理論においては、支持的リーダーシップは、目標指向の行動の結果と

してもたらされる正の誘意性を、全体として増加させる限りにおいて部下の業績を向

上させる（換言すれば、それが目標達成に取り組む部下に好ましいものとして受け止

められて、初めて意味を持つのである。）。

参加的（participative）行動を特徴づけるのは、意思決定や作業単位の運営に部下の

関与を求めるリーダーシップである。つまり、意思決定において、部下の意見や示唆

を考慮に入れる行動である。参加的リーダシップには４つの効果が期待される。まず、

意思決定に参加することにより、努力と目標達成の関係、目標達成と外発的報酬の関

係、つまり経路-目標の関係がフォロワーに理解される。次に、組織目標と個人目標の

一致ないし近似をもたらすことが可能になる。第三に、自律性の増大と自発的な意図

を実行する場に恵まれることにより、より大きな努力と業績を引き出すことが期待で

きる。最後に、業績指向の圧力が増大する効果が期待できる。これは、同僚からの社

会的圧力と関与の増加によってこのような圧力が増大するからである。

達成指向（achievement-oriented）行動は、卓越した成果を上げるように仕向ける行

動である。挑戦的な目標を掲げ、改善を求め、卓越した成果を強調し、部下が業績の

高い水準を達成できると信じていることを示すリーダーシップである。これらの行動

は部下の高い水準への努力と、「やれば出来る」という自分たちの能力への信頼感を

醸成する。



て有益であることが重要なのである。

換言すれば、リーダーが誘意性を増大し期待を高める過程は、フォロワーの

性格や状況によって左右される。たとえば参加的リーダーシップはすべての人

にとって満足をもたらすとは言えない。なぜならば、身の回りで生じる出来事

が自分の行動と関係なく起こると考えがちな人々、つまり統制感（locusof

control）が外部にあるひとは、自分たちで決定するよりも指示されることを

好むからである（Rotter1966； Mitchelletal.1975）。

また、マニュアルが存在したり作業の手順が明確な場合、つまりタスクが構

造化されているならば、フォロワーは目標もそれに到達する手段も把握してい

る。このような場合、指示的（経路-目標明確化）行動は冗長であり不必要な

管理と受け止められかねない。

以上のように、部下の個人特性と環境に関する変数が、状況変数として取り

上げられている。つまり、リーダー行動が、成果（満足、リーダーの受容、期

待）に与える影響を、フォロワーの個人特性と状況がモデレートするというフ

レームワークを持つ。個人特性に整理されるものが、権威主義指向（authori-

tarianism）の程度、統制感、能力の高低の認識であり、環境変数に整理され

るものが、タスク、その組織の公式の権限システム、一次的作業集団の業績規

範である。これらの環境変数は、必要な行動へと動機づける刺激、不必要な行

動を選択しないための制約、望ましい成果に対する報酬としての機能を持つ。

House&Mitchell（1974）は、参加的行動、達成指向行動がどのような条

件下で何をもたらすかについての記述が十分でないと言う指摘がある（Yukl

1998）。そこで、そもそも４つであったリーダー行動を８つに仮定し直した

House（1996）にしたがって、４つの行動がどのような状況下において、どの

ような成果を生むのかを示すことにする（図表７）。

経路 目標理論の特筆すべき点は、期待理論の論理に基づいて、なぜそのリー

ダーシップが優れた成果をもたらすのかについて説明を試みている点である。

（図表7）に示したリーダー行動のうち、経路-目標明確化行動を例に、なぜこ

のリーダーシップが部下の動機づけ効果を高めるのかについて、検討すること
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（図表７）経路�目標明確化、支持的、参加的、達成指向の各リーダーシップと状況変

数、もたらされる効果についての仮説

経路�目標明確化行動

� タスクが満足をもたらすものであるがあいまいである場合、経路�目標明確化リー

ダーシップが明確化と満足の原因となり、動機づけ効果を持つ。

� 部下がタスクに関して高い能力を持っていると自ら認識すればするほど、経路-目

標明確化リーダーシップを受け入れようとはしなくなる。

� タスクはあいまいではないが満足をもたらすものでもない場合、経路-目標明確化

リーダーシップは、部下に満足をもたらすものではなくなる。管理強化と見なされ、

嫌われ抵抗されそれゆえやる気を低めるものとなるであろう。

支持的行動

� タスクないし労働環境が危険、または単調、ストレスフル、欲求不満を募らせる

ものである場合、支持的リーダーシップはリーダーと部下の関係や自信を高め、スト

レスや不安を和らげ、仕事の不快な面を埋め合わせることによって、部下の努力と満

足を高める。

� タスクが内発的に満足をもたらすものである場合、環境がストレスフルでない場

合、支持的なリーダーシップはフォロワーの満足、動機づけ、業績にほとんど影響を

与えない。

参加的行動

� 部下が意思決定やタスクに深く個人的に入れ込んでおり、タスクの要求が不明確

だが満足をもたらすものである場合、参加的リーダーシップが満足と動機づけにプラ

スの効果を与える。

� 独立や自己決定を好まぬ個人にとって、タスクが満足をもたらすがあいまいであ

る場合、権威主義指向でない経路-目標明確化リーダーシップが動機づけ効果を持つ。

� 独立や自己決定を強く欲する個人にとって、タスクが満足をもたらすがあいまい

である場合、参加的リーダーシップが動機づけ効果を持つ。

達成指向行動

	 達成指向リーダーシップが効果的なのは、部下が個人的責任を持ち、その仕事を

コントロールしている場合においてである。


 達成指向リーダーシップがもっとも動機づけ効果を持つのは、部下が中程度以上

に達成動機を持っている場合である。

� 達成指向リーダーシップは業績の誘意性を高め、中程度以上に達成動機を持つ部

下の内発的な満足を高める。

House（1996）pp.336�341より作成

（注）満足（satisfying）とあいまいさ（ambiguous）などの語順が入れ替わっている

ところや用語に不統一の箇所が見られた。意図的にそう標記されているとは思われ

なかったので、一部表現を変更しているところがある。



にしてみよう。

まず、経路-目標明確化行動とは、�何が求められているのかを明確にし、

�そこに到達する手順を明確に示し、�達成と報酬の基準をはっきりさせる行

動である。フォロワーにとってみれば、何のために何に取り組まなければいけ

ないかが明確になり（誘意性）、どのようにすれば望む業績を上げられるかが

はっきり自覚でき（努力→業績期待）、業績と報酬の関係が明確に理解される

（業績→報酬期待）のである。結果、誘意性と期待の積で示されるモティべー

ションの上昇がもたらされることになる。

経路-目標理論について行われた実証研究はかなりの数に上るものの、未だ

結論をみていないと評価される（Yukl1998）。これらの研究は誘意性と期待

の積が動機づけの強さを示し、結果として満足や業績につながるという期待理

論や経路-目標理論の基本主張について実証を試みるというよりは、さまざま

な状況変数の下でリーダー行動が満足と業績に与える影響をテストすることに

重きを置いてきたようである。Evans（1996）はこれまで行われた実証研究の

包括的なサーベイを示しているが、独立変数には経路-目標明確化リーダーシッ

プと支持的リーダーシップが、状況変数にはタスク構造化の程度、従属変数に

は業績と満足（上司の満足、部下の満足、職務満足など）が取り上げられるこ

とが大半であった。つまり、参加的リーダーシップや業績達成リーダーシップ

がどのような状況変数の下で成果を上げるのかについての実証的な検討は、今

後の進展を待つ必要があるのであろう（1）。

２．因果関係の説明とフォロワーの認識

前節で検討したように、経路-目標理論は期待理論に基づいてリーダーシッ

プと成果の間の因果関係の説明を試みている。認識論と成果という本稿の問題
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（1） House（1996）は、経路�目標明確化行動についていえば、仮説を支持しない実

証研究は、リーダーシップを測定する尺度の選択に問題があるのではないかという

疑問を示している。なぜ実証的に支持されないかについては、実証研究の手法も含

めて検討する必要がある。



意識にそって、この点を再検討してみることにしよう。

経路-目標理論はフォロワーのリーダーシップに対する認識によって、因果

関係を説明しようとしている。そもそも期待理論は「認知モデル」であり、誘

意性と期待というフォロワーの主観によって動機づけの強さを説明しようとし

ている（Vroom1995； p.17）。Vroom（1995）に従えば、誘意性（valence）

とは、ある結果に対する望ましさであり、その結果を得たいと思う場合に、そ

の結果は誘意性を持つことになる。どうでもよい場合には誘意性はゼロ、むし

ろ得たくない場合に誘意性は負となる。期待とは、ある行動がある結果を伴う

というある時点での信念である。伴うと思うほど強い期待を持つことになり、

逆であれば弱い期待を持つことになる。結局、誘意性も期待もフォロワーの主

観に他ならない。

経路�目標理論は、４つのリーダー行動と成果の関係について説明している

が、経路�目標明確化行動や参加的行動と成果の関係に比べ、残りの２つの行

動と成果の関係についての説明には曖昧なところが残されている。実証的にも、

支持的行動は状況にかかわらず高い満足や低い離職率をもたらすことが明らか

になっている。これは、経路�目標理論が期待理論同様にひとの認知の合理的

側面に焦点を当てた以上、必然的に生じる限界のように思われる。

期待理論は利己的で合理的な人間像を仮定している。つまり、事前に知覚し

た誘意性と期待に基づいてどの程度の努力をするかを決定する存在である。同

様にHouse自身も認めるように、経路�目標理論は、ひとのワーク・モティべー

ションに対して、強い合理性を仮定している（House1996）。

一方で、実際の人間がそんなに合理的な存在なのかどうかについては議論の

余地が残されている。一般的に（状況にかかわらず）支持的行動がなぜ高い満

足や低い退出意欲をもたらすのかを、合理的な判断の結果として示すことは難

しいように思われる。同様に組織のイデオロギーや価値を内面化し高い業績規

範を持つようになるのは、合理的判断の結果だけでは説明のつかない部分が残

る（そもそも、高い業績規範を掲げるのは変革型（transformational）リー

ダーシップの一次元であるが、対比されるのはフォロワーの合理的な計算過程
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に訴える交換型（transactional）であった。）。例えば、目標達成への努力が、

このリーダーのためならがんばれるというモティべーションやその場の雰囲気

に基づくものであるならば、それは合理的な計算に基づくとは言い難い。つま

り、経路�目標理論はフォロワーの認識をフレームワークに取り入れたものの、

その範囲が合理的・利己的な側面にのみ限られてしまったのである。

しかしながら、経路�目標理論がフォロワーの認識に注目したことは、後の

リーダーシップ論の発展に大きな影響を与えることになる。ここでは本稿の問

題意識にそって、カリスマ的リーダーシップ（e.g.Conger&Kanungo1998）

と変革型リーダーシップ（e.g.Bass&Avolio1994）について取り上げるこ

とにする。そこでは、フォロワーの動機づけ構造を変えるリーダー行動が議論

の対象になっている。ごく大まかにいえば、リーダーが高い理想を掲げ（例え

ば、「月にひとを送る」といった）、フォロワーのより高次の欲求に訴えかける

ことによってひとを動かすようなリーダーシップである。

このようなリーダーシップは、経路�目標理論の達成指向リーダーシップと

一致する。フォロワーがこれまで自覚していないような自身の高次の欲求を目

覚めさせるということは、フォロワーの認知構造や欲求構造を変えるというこ

とに他ならず、誘意性に注目した経路�目標理論と同様の問題意識を持つ。もっ

とも、期待理論が仮定した合理的な人間像を考慮すれば、達成指向行動がフォ

ロワーの欲求構造を変化させるという現象については、経路�目標理論が想定

した権威主義指向の程度、統制感、有能感以外の個人特性を用いて考察する必

要がある。

一方、成果は期待理論の論理構造に従って示される。具体的にはリーダー行

動の受容と満足、そして動機づけ（努力の増大）である。もっともEvans

（1996）によれば、満足と成果の関係に対して努力を成果変数とした実証研究

は少数にとどまっている。またHouse（1996）に明らかであるが、経路�目標

理論は公式集団内での上司と部下の関係の説明を試みるものであり、インフォー

マル集団やリーダーの政治的行動、組織全体に関わるリーダーシップについて

の理論ではない。さらに対集団ではなく対部下個人との二者間関係を問題とし
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ている。フォロワーの認識を問題とした以上、対個人で成果を考えることにな

るのは、当然の帰結であろう。このことは、後のリーダー・メンバー交換理論

（e.g.Graen&Uhl�Bien1995；Graen&Scandura1987）と共通する立場で

ある。

３．小括

経路�目標理論の特徴として、フォロワーの主観によって優れたリーダーシッ

プか否かを説明しようとしている点を挙げることができる。それは行動アプロー

チの２次元モデルが高構造づくり・高配慮のリーダーシップの下で、あたかも

機械的に部下集団が高い成果を挙げると考えたのと対照的である。そしてその

説明が、人間の合理的な認知構造でもって説明しやすい経路ー目標明確化行動、

および参加的行動の両者に関する仮説については当てはまっていうように思え

る。

ここまで、述べられなかった理論の問題点を指摘しておく。まず、４つのリー

ダー行動の関係について述べられていない。House&Mitchell（1996）は、

先行研究によれば、リーダー行動は状況に応じて可変であると述べている。こ

れは先に検討したFiedlerらの主張とは対立する見方である。House（1996）で

は、さらに４つのリーダー行動についてのアイデアが示されているが、それだ

け多くのリーダーシップスタイルを使い分けられるのかについては、議論の余

地が残されているように思われる。

また、より重要な論点として、リーダー行動間でどのような相互作用が生じ

るのかについても検討の余地が残されている。例えば、経路�目標明確化リー

ダーシップと支持的リーダーシップが有効な状況は正反対である。

もっとも以上のような問題点は残されるものの、フォロワーの認識によって

リーダーシップが成立するという仮定は後のリーダーシップ研究に共通する見

方である。コンティンジェンシーモデルに分類されることが多い経路�目標理

論であるが、その最大の貢献はフォロワーに注目してリーダーシップを研究す

るという認識論にあると考える。
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図表８ コンティンジェンシー理論の比較

リーダー行動 フォロワーの捉え方

LPCコンティンジェンシー

モデル

Fiedler（1967）ほか

構造づくりと配慮（２次元） 好意的な関係か否かでとら

えら、れる状況変数のひと

つ。

参加的意思決定モデル

Vroom&Yetton （1973）,

Vroom&Jago（1988）

意思決定手法（参加的か専

制的かの１次元での把握）

意思決定を受容し、実行す

る存在。ただし、受容しそ

うか否かを、状況変数のひ

とつとして扱っているのに

すぎない。

状況対応リーダーシップモ

デル

Hersey&Branchard

（1977）ほか

タスク指向と関係指向（構

造づくりと配慮に相当する

２次元）

職務成熟度と心理的成熟度

の二次元で捉えられる状況

変数。成熟度を上げるため

にリーダーが関わる（もっ

ともそのための具体的なリー

ダー行動に関する記述は不

十分）。

経路-目標理論

House&Mitchell（1974）,

House（1996）など（1）。

経路-目標明確化行動

支持的行動

参加的行動

達成指向行動

４次元

House（1996）では、８次

元

フォロワー自身の誘意性と

期待に基づいて、行動する

存在。経路と目標を明確に

し、動機づけるべき存在。

所与の状況変数ではない。

� House（1996）のp.335にはtenclassesofleaderbehaviorとの記述が見られるが、

pp.336�346の小見出しで示されるリーダー行動は９つである。p.347には8classesof

leaderbehaviorという記述が見られる。また、p.323のサマリーでは、8classesof

leaderbehaviorという記述が見られる。９つめのleader行動は、共有のリーダシッ

プ（sharedleadership）なのである（公式の地位についた）リーダーによる行動で

はないので、これはそもそも経路-目標理論の範囲に収まるリーダーシップを意味し

ないととらえているのかもしれない。そこで、とりあえず８次元のリーダーシップ

と考えておく。
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成果 因果関係の説明

（あえてどちらえ方かを選

べといわれれば）注目され

ているのはリーダーかフォ

ロワーか

離職率、職務満足など。ど

ちらかといえば能率に関わ

る変数。

LPCによって説明されるパー

ソナリティと行動の乖離に

よって説明しようとしてい

るが、十分な説明とはなっ

ていない。

リーダー（より厳密にはリー

ダーのパーソナリティ）

（実行を前提とした）意思

決定の受容。有効性に関わ

る変数。

当該の意思決定に必要な質

を、最小のコストで確保す

るためにはどの程度の参加

が必要かという明快な説明。

リーダーシップ（参加的意

思決定）

短期的には意思決定の受容。

長期的には、財務業績など。

有効性に関わる変数。

十分説明されているとは言

い難い。また実証的な裏付

けにも乏しい。

リーダーシップ（タスク指

向と関係指向の2次元）

（期待理論に基づいて）高

い動機づけ満足

有効性に関わる変数と能

率に関わる変数の両者。

フォロワーがリーダーシッ

プを受容し、行動するとい

う立場で、期待理論に基づ

いて、明快に説明。ただし、

合理的な説明が当てはまる

経路-目標明確化行動、参

加的行動以外の行動につい

ては議論の余地がある。

フォロワーないしはフォロ

ワーシップ（期待と誘意性）



Ⅵ おわりに

本稿では、コンティンジェンシーモデルをフォロワーの取り上げられ方、成

果とは何か、そして因果関係がどのように説明されているかという問題意識に

基づいて、考察してきた。それぞれの理論の特徴をまとめ直すとすれば、（図

表８）のようになろう。

ここでは、最近のリーダーシップ研究について簡単に取り上げ、それらとコ

ンティンジェンシーモデルの関係について考えることで、この小論を終えるこ

とにする。われわれが、注目しているのは、リーダーシップをフォロワーの認

識によって説明しようといういくつかの試みである。つまり、リーダーシップ

をリーダーの資質や行動によって説明しようとしない諸研究である。ここでは、

社会心理学の分野では社会的アイデンティティ（socialidentity）アプローチ

と呼ばれる諸研究に分類される諸理論をHaslam（2004）に従って考えてみる

ことにしたい。

社会的アイデンティティないし社会的同一性とは、「目標、価値、利害を共

有する集団の一員としての自分という感覚」と定義されよう。「○○大学の一

員としての私という感覚」がこれにあたる。そこでは、研究対象としての組織

は単なる人間集合でも、共通の目標を達成する道具でもなく、社会的アイデン

ティティの対象としての性格が強調されることになる。つまり、社会的アイデ

ンティティアプローチに基づく組織研究は、人々がそこにどの程度社会的アイ

デンティティを感じる程度によって、リーダーシップの有効性やモティべーショ

ンの高さを説明しようとするのである。効果的なリーダーシップは組織のその

ときの性格や価値観によって決まることになる。

Haslamはいくつかの論点を提示している。まず、リーダーは集団の典型的

なメンバーでなければならない。つまり、フォロワーの持つ社会的アイデンティ

ティを体現し他のメンバーが納得できる立場にある場合に、リーダーシップを

発揮することになる。たとえば、あとになってみれば、なぜあんな人がリーダー

シップを発揮したのか、というような歴史上の事例がしばしば存在する。社会
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的アイデンティティアプローチの立場からは、そのリーダーの提示する価値観

や戦略が、そのときに時代意識に合致したものだったからという説明をするこ

とになる。

一方リーダーはアイデンティティのよき体現者であると同時に働きかける存

在でもある。言葉と行動、言行一致を通じて、人々の社会的アイデンティティ

を変革することが出来る。カリスマ/変革型リーダーシップ論で強調されるビ

ジョンの提示や育成の次元は、社会的アイデンティティの変革のための行動と

してとらえうる。また、支持集団を形成することに見られるような社会構造そ

のものの変革も、組織が共有する望ましいリーダー像を変えることにつながる。

そもそも、カリスマ型リーダーシップも、フォロワーの認識によって成立す

るという説明がなされる。Meindl（1985）以来のリーダーシップの幻想理論

（romanceofleadership）では、リーダーシップをやはりフォロワーの認知の

帰属によるものだとしている。「幻想尺度」によって測定された成果をリーダー

に帰属させる傾向と、カリスマ尺度の間に相関関係が成り立つことが明らかに

なっている。

以上示したように、ごく大まかにまとめれば、1980年代後半から90年代になっ

て盛んになったリーダーシップ研究は、フォロワーがリーダーをどう受け止め

るかについて関心を注ぐようになってきていると言えよう。つまり、どう受け

止められるかによって、リーダーシップと成果の因果関係を説明しようと試み

ているのである。またカリスマ/変革型アプローチも例外ではない。無自覚で

ある高いレベルの欲求に働きかけフォロワーの協力を引き出すという主張は、

認識の方向こそ異なるもののフォロワーに関心をおいて理論構築していると言

えよう。

1960年代にルーツを持つコンティンジェンシー理論は、程度の差こそあれフォ

ロワーを問題としている。また、VroomやHouseは因果関係を説明しようと

いう問題意識を持っている。コンティンジェンシー理論から今後のリーダーシッ

プ研究にとって、示唆を引き出すとすれば、以下のようになろう。
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� なぜそのリーダーシップが有効なのかを、フォロワーの視座のみならず

組織において支配的な価値観の点から説明することを試みるべきである。

Houseらの経路�目標理論では、経路�目標明確化行動や、参加的行動がなぜ高

いモティべーションや満足につながるかは明確であったが、支持的行動や達成

指向行動については、必ずしも明確でなかった。支持的行動を望ましいものと

するかどうかは、タスクの構造化の程度だけではなく、人間関係への配慮につ

いて、その組織がどのような価値観を共有しているのかを考慮に入れる必要が

ある。達成指向行動についても同様である。McClellandが達成動機と社会の

関係についても論じていたように、部下個人の持つ達成指向動機と同時に高い

業績指向の文化が存在するかどうかを問題とせねば、リーダーシップと成果の

関係は説明できないように思われる。

� 一方、成果が有効であるかどうかを忘れずに考えること。高い動機づけ

やモティべーションだけを成果ととらえることは、愚者のリーダーシップを高

く評価してしまう陥穽にはまる危険がある。Vroomらが言うように、高質の

意思決定という視点をどこかに持って、リーダーシップの有効性を考えていく

必要がある。社会的アイデンティティアプローチにせよ、変革型理論にせよ、

どうしたら変わるか、ということには関心を寄せつつも、なぜどのように変わ

らなければならないのか、ということの探求は後回しになっているように思わ

れる。これはBurns（1978）らがリーダーシップの倫理を問題としつつも、後

の研究では忘れられていったことに象徴的である。

結語すれば、変数としてフォロワーが取り上げられていたが、単なる状況変

数として取り上げるよりは認識主体として扱いフォロワーの視座からリーダー

シップの有効性を考察すること、同時にリーダーシップがもたらす成果につい

て考慮することを忘れないことが重要である。今日となっては古典に分類され

るかもしれないコンティンジェンシー理論について再考察することの意義は、

そこにあったといえよう。
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