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上司への認知的・感情的信頼が従業員の進取的行動に影響するプロセス 

――SEM アプローチによる日本と中国の 2 母集団同時分析―― 
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The Influence Process of Cognitive- and Emotional-Trust in Supervisor on Employees’ Proactive Behavior 

――A Multiple-Group Analysis of Japanese and Chinese Employees Based on SEM Approach―― 
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In occupational and organizational context, proactive behavior has attracted much attention over last 

decade, as a sort of future-oriented and voluntary actions. Cognitive- and emotional-trust in the immediate 

supervisor are major factors of employees’ proactive behavior, but little is known about the influence 

processes of them. This paper therefore clarifies the processes that transmit the influence of the two kinds 

of trust to proactive behavior. Hypotheses on these influence processes were verified by the data collected 

from 475 Japanese and 301 Chinese employees, based on structural equation modeling (SEM) approach. 

A multiple-group analysis revealed that the hypothesized model had high reproducibility (i.e. 

configural-invariance) with respect to Japanese and Chinese samples. 
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1．はじめに 

1.1 進取的行動 

21 世紀に入って、企業を取り巻く市場・技術環境は変化に富み、先行きがますます不透明に

なる中、「将来の脅威と機会を先読みして、それに備えるよう自主的に自分と環境を変化させる」、

という進取的行動（proactive behavior）の重要性が高まりつつある。 

新しい課題が次々と現れてくる仕事環境では、従業員が長期にわたり安定して業績を上げられ

ることが求められる（Thomas, Whitman, & Viswesvaran, 2010）。さらに、主要な競争相手が自国

企業から世界の優良企業へと変わったために、企業にとって競争レベルがかつてないほど高まり、

厳しい淘汰圧力にさらされている。生き残りをかけて、いかに持続的なイノベーションによって

競争優位を生み出しつづけるかは、経営の核心となっているように思われる。それゆえ、組織側

にとっては、いかにして従業員の進取的行動をうまく引き出すかは、マネジメント上の重要な課

題となる。 

一方、従業員の視点から見れば、不安定な雇用と不確かな仕事環境と向き合うためには、キャ

リア・プランニングや専門能力の開発などによって、自分の新しい可能性を探り、仕事人生の新

境地を切り拓く必要性が高まっている（Seibert, Crant, & Kraimer, 1999; Park & Collins, 2010）。そ

のため、従業員にとっては、注意・時間・エネルギーを進取的行動に集中できるような仕事環境

や条件が重要となりつつある。 

 

1.2 認知的・感情的信頼と社会的交換関係 

職業や組織文脈では、従業員の進取的行動を引き出すカギは、直属上司に対する 2 種類の信頼

――認知的信頼（cognitive trust）と感情的信頼（emotional trust）――にあると考えられる。この

2 種類の信頼は、上司との間で良質な社会的交換関係（SER, social exchange relationship）の構築

と発展を促進することで、組織の効率性を高めるだけでなく、部下のキャリアにも高い生産性と

幸福度をもたらす（劉，2014）。 

本研究では、社会的交換とは、「上司と部下が業績の達成、キャリアの成功・成長、仕事生活

の幸福などを実現させるために、互いの資源を交換している」ことをさす。Gouldner（1960）と 

Blau（1964）によれば、社会的交換は、「他者から受けた恩恵（favor）が、将来それと等価なも

のをもって報いる義務を生み出す」という互恵性の原則（principle of reciprocity）の下で行われ

るという。 

そして、社会的交換理論では、互恵的利他行動（B, reciprocal altruistic behavior）という概念に

よって、交換活動を捉えることが多い（亀田・村田，1999）。互恵的利他行動とは、「持続的なや

り取り状況で、互恵性の原則により、将来の見返りを期待できる利他的行動」である（劉，2014）。

進取的行動は、こうした互恵的利他行動 B の一種だと考えられる。 

職業や組織の協働システムにおいて、上司との SER が進取的行動を促進する理由は、上司・

部下間の 2 種の相互依存性にあると考えられる。第 1 の上司への「タスク・マネジメント依存性」

とは、部下がタスクとマネジメントの両面にわたって上司に依存している、という権力と地位の
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非対称性を意味する（Mayer & Gavin, 2005; Yang, Mossholder, & Peng, 2009）。第 2 の「仕事生活

の幸福度における相互必要性」とは、同じ職場で長い時間を共にするために、上司と部下の間で

コミュニケーション・相互行為の頻度が極めて高く、人間関係の状態が互いの仕事生活の幸福度

に大きな影響を与える、ということを意味する（Cuddy, Kohut, & Neffinger, 2013）。こうした 2

つの相互依存性が存在するからこそ、「部下の進取的行動→生産性向上・幸福度」関係は、上司

との SER のいかんによって左右されるのである。 

 

1.3 本研究の目的 

生産的かつ健全的な SER は、認知的・感情的信頼の相互作用によって実現される。そして、

従業員の進取的行動は、主に SER の中で、上司への 2 種類の信頼によって引き出されると考え

られる。信頼研究で主流となる考え方によれば、上司への 2 種類の信頼が企業組織に貢献できる

のは、それらが従業員の組織市民行動（OCB）を促進するからである（Mayer & Gavin, 2005; Yang 

et al., 2009; Yang & Mossholder, 2010）。それに対し、本研究では、企業組織にとって、上司への認

知的・感情的信頼の も有難い貢献は、組織の成長・進歩をもたらす進取的行動を従業員から引

き出すことだと考えられる。 

しかし、進取的行動の規定要因に関する研究は、まだ緒に就いたばかりである（Parker, Williams, 

& Turner, 2006）。従業員の進取的行動を引き出すには、上司への 2種類の信頼がなぜ必要であり、

それらがいかにして進取的行動に影響を及ぼすのかについて、まだ明らかにされていない。した

がって、本研究は、上司へ認知的・感情的信頼が進取的行動に影響するプロセスを、理論的・実

証的に解明することを目的とする。 

 

2．認知的・感情的信頼の構成概念 

 

2.1 信頼の定義における 2 つの基本要素 

近年、信頼の定義には、「ポジティブ期待（positive expectations）」と「リスクを受け入れる意

欲（willingness to be vulnerable）」という 2 つの基本要素があることに関して、コンセンサスに達

している（Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998; 劉，2014）。ポジティブ期待とは、様々なタス

ク・マネジメント状況で「上司が、私に有益な決定・行動をしてくれるだろう」という部下の前

向きな予測である（Rempel, Holmes, & Zanna, 1985; Rousseau et al., 1998; 劉，2014）。 

リスクを受け入れる意欲とは、上司へのタスク・マネジメン依存性によるリスクを、積極的に

受け入れようとする意欲をさす（Rousseau et al., 1998; Rempel et al., 1985; Mayer, Davis, & 

Schoorman, 1995; Mayer & Gavin, 2005; Colquitt, Scott, & LePine, 2007; 劉，2014）。部下にとって、

上司へのタスク・マネジメント依存性にはリスクがつきものである。本研究において、リスクと

は、タスク・マネジメント依存性によって、部下が被るであろう損失の期待値（損失の主観確率

×その大きさ）を意味する（Rempel et al., 1985; Lewis & Weigert, 1985; Mayer et al., 1995; Rousseau et 

al., 1998）。 
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上司へのタスク依存性に起因するリスクは、例えば、上司の能力不足や誤った判断などによっ

て、部門全体が目標を達成できず、業績を上げられないことである。そうなると、部下個人も業

績を残せず、昇進・昇格・昇給どころか、賞与がなくなり、場合によっては給料までカットされ

る可能性がある。上司へのマネジメント依存性によるリスクは、たとえば、苦手な仕事や、キャ

リアに不利な仕事に配置されたり、昇進に推薦してもらえなかったり、賞与を公平に配分されな

かったりするなどである。 

Mayer & Gavin（2005）によれば、権力と地位が非対称である上司・部下関係では、こうした

リスクの存在によって、部下は常に不安（worry）を感じている。そして、上司への信頼を欠い

ている場合、部下は莫大な時間とエネルギーを心配、保身的行動に費やしてしまい、仕事に集中

できなくなる。このように、信頼は、上司への依存性のリスクによる不安を払拭する働きをして

いる（Mayer & Gavin, 2005）。 

このように、タスクとマネジメントの両面で、上司への依存性にリスクが付きまとうだけに、

上司の決定・行動にポジティブ期待を持つか、またはそのリスクに対する積極的な意欲や態度が

あるかによって、部下の行動は大きく変わる。本研究では、信頼（trust）とは、「様々な状況で

の上司の決定・行動について、不十分な根拠をもとにポジティブ期待を形成させ、その不確実性

によるリスクを積極的に受け入れたい意欲を持っている」、という部下の心理状態として定義さ

れる。 

こうした期待と意欲を形成させる基礎の違いによって、信頼は上司の人格特性に関する知識に

基礎を置く「認知的信頼」と、長期的人間関係を基盤とする「感情的信頼」の 2 種に分かれる。

（Lewis & Weigert, 1985; McAllister, 1995; Rousseau et al., 1998; Driks & Ferrn, 2002; Cook & Gerbasi, 

2009）。SER の構築と発展に向けて、認知的・感情的信頼はそれぞれ異なる性質と影響メカニズ

ムを持ち、機能的に補完しあっていると考えられる。 

 

2. 2 認知的信頼とは 

2.2.1 定義 

上司の人格特性に関する知識に基づいて形成された「ポジティブ期待」と「リスクを受け入れ

る意欲」は、認知的信頼という（Cook & Wall, 1980; Rempel et al., 1985; McAllister, 1995; Mayer et 

al., 1995; McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002；; 劉，2013；2014）。やり取りの資源に応じて、

社会的交換は、客観的・普遍的な「有用性（usefulness）」の交換と、主観的・個人的な「幸福感

（happiness）」のやり取りに大別できると考えられる。そのうち、認知的交換は特に前者の「客

観的有用性」の交換に深く関連している。 

劉（2014）によれば、社会的交換の成果（O, outcome）は、生産性の視点から「実践的有用性

や、客観的、普遍的な価値を有するもの・こと」として定義される。「B→O」関係とは、「実践

的有用性」の交換を意味する。互恵的利他主義の精神に従えば、成果 O の価値は、部下 1 人に

とっての有用性ではなく、部下の「キャリア」「家族」「親友」という 3 次元から評価された有用

性であるという。このように成果 O を定義すると、利他的行動は誰の利益も犠牲することなく、
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「Win-Win」という互恵性の精神をうまく体現できる。この定義により、認知的信頼の機能は、

利害得失の観点から「実践的有用性」をめぐる交換の成果 O に注目して、SER の生産性と健全

性を保障することである（劉，2014）。 

 

2.2.2 下位次元モデル 

Mayer et al. (1995)、McKnight et al. (2002)、劉（2013a；2014）によれば、上司への認知的信頼

は次の 3 つの下位次元から構成される。第 1 の「有能さに基づいた期待」次元とは、「上司が部

門目標の達成をはじめ、職務上の責任を果たす能力を十分に持っている」という認識に基づいて

形成された期待である。ここで「能力」とは、具体的に専門能力や実績、組織内外の人脈などを

さす。 

第 2 の「善意に基づいた期待」次元とは、「上司が私に善意を抱いている」という認識に基づ

いて形成された期待である。善意とは、具体的に部下の利害・ニーズ・キャリアの成長に対する

配慮や、部下への思いやりなどを意味する。 

第 3 の「倫理的高潔さに基づいた期待」次元とは、上司の倫理的高潔さに関する認識をもとに

形成された期待である。倫理的高潔さとは、具体的にモラル・品性の高さ、価値観の健全さ、決

定と行動における一貫性の高さなどを意味する。 

 

 

2.3 感情的信頼とは 

2.3.1 定義 

上司との長期的人間関係をもとに形成された「ポジティブ期待」と「リスクを受け入れる意欲」

は、感情的信頼と呼ばれる（Lewis & Weigert, 1985; McAllister, 1995; Rousseau et al., 1998; Cook & 

Gerbasi, 2009；劉，2014）。社会的交換の中で、感情的交換は特に「主観的幸福感」のやり取り

に密接に関連している。その機能は、人間関係の長期的維持という観点から、「主観的幸福感」

をめぐるやり取りのプロセスに焦点を合わせて、人間関係の基盤を積み上げ、SER を長期的に持

続させることである（劉，2014）。 

 

2.3.2 下位次元モデル 

劉（2013a；2014）によれば、感情的信頼には 3 つの下位次元がある。第 1 の「感情的つなが

り」次元とは、上司と部下の友情・恩情など感情的結束の強さを意味する。長期的人間関係にお

いて、この次元は主に感情の交流やコミュニケーションという側面を捉えており、その本質は共

感（sympathy）の働きにある（Rempel et al., 1985; McAllister, 1995; Lewis & Weigert , 1985；劉，

2013a；2014）。 

第 2 の「一体化」次元とは、長期的利益や価値観・考え方といったアイデンティティの共有に

よる連帯感をいう（Lewicki & Bunker, 1996; Rousseau et al., 1998; Cook & Gerbasi, 2009; 劉，

2013a；2014）。長期的人間関係において、この次元は主に仲間・身内意識の形成という側面を捉
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えており、その本質はパースペクティブ・テイキング（perspective taking）の働きにあると考え

られる（Grant, 2013; Gilin, Maddux, Carpenter, Galinsky, 2013）。 

第 3 の「頼りたい意欲」次元とは、仕事の内外にわたって、将来の恩返しを前提に進んで上司

に借りを作り、恩義・恩情を深めることで人間関係を強化させたい意欲である（Mayer et al., 1995; 

McKnight et al., 2002; 劉，2013a；2014）。長期的人間関係において、この次元は主に関係の長期

的維持を図りたい意欲という側面を捉えており、その本質は恩義・恩情の働きにあると考えられ

る（Liden, Sparrowe, & Wayne, 1997; Dulebohn, Bommer, Liden, Brouer, & Ferris, 2012）。 

 

3．認知的・感情的信頼の根底にあるメカニズム 

 

3.1 認知的信頼のメカニズム 

3.1.1 事実前提：上司へのタスク・マネジメント依存性 

SER において、認知的信頼は主に「実践的有用性」の交換と深く関連している。職業や組織の

文脈における実践的有用性としては、業績・成長・報酬の 3 種類は仕事生活の軸であるため、重

要度が も高い。劉（2014）によれば、業績・成長・報酬をめぐる交換に焦点を絞ると、「『部下

行動→業績・成長・報酬』関係が上司の決定・行動に依存している」というタスク・マネジメン

ト依存性は、認知的信頼メカニズムの事実前提を成している。 

 

図 1 上司へのタスク・マネジメント依存性（基本仮定 1～3） 

 

 

基本仮定 1 の構造 

基本仮定 2 と 3 の構造 

上司の人格特性（有能

さ・善意・倫理的高潔さ）

様々なタスク・ 
マネジメント状況

上司の決定・行動 

上司の決定・行動

部下の行動 報酬業績

状況要因
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ただし、「部下行動→業績・成長・報酬」関係は、上司の決定・行動だけでなく、状況要因の

影響にも左右される。加えて、ポジティブ期待の定義によれば、「タスク・マネジメント状況→

上司の決定・行動」関係は、上司の人格特性に依存している。よって、タスク・マネジメント依

存性の構造について、次の基本仮定 1～3 を立てる（図 1）。 

 

基本仮定 1：様々なタスク・マネジメント状況において、上司がどのように決定・行動する

かは、上司の人格特性（有能さ・善意・倫理的高潔さ）に依存している。 

基本仮定 2：職業や組織の文脈において、部下の行動と業績の関係は上司の決定・行動およ

び状況要因に依存している。 

基本仮定 3：職業や組織の文脈において、部下の業績がどのような報酬をもたらすかは、上

司の決定・行動および状況要因に依存している。 

 

3.1.2 特性推定と成果予測のプロセス 

事実前提として、上司へのタスク・マネジメント依存性は状況依存的であり、非常に複雑な構

造を持っている。それゆえ、業績・成長・報酬をめぐる交換は、本質的に不確かなものである。

この不確実性にうまく対処するためには、認知的信頼のメカニズムでは、情報と分析に基づいた

理性的判断が基本だと考えられる。劉（2014）によれば、認知的信頼のメカニズムは、次の 2

つの情報処理プロセスから構成される。 

 

（1）特性推定プロセス 

1 つは、過去の社会的交換の成果 O をもとにして、上司の有能さ・善意・倫理的高潔さを

推定し、その人格特性に関する知識として蓄積する、という「特性推定プロセス」である

（Rempel et al., 1985; Lewicki & Bunker, 1996; Dirks & Ferrin, 2002; Cook & Gerbasi, 2009）。 

 

（2）成果予測プロセス 

もう 1 つは、上司の人格特性に関する知識をもとに、将来の社会的交換の成果 O につい

て予測を立てる、という「成果予測プロセス」である（Rempel et al., 1985; Mayer et al., 1995; 

Lewicki & Bunker, 1996; Dirks & Ferrin, 2002; Chua, Ingram, & Morris, 2008）。成果予測プロセ

スでは、基本仮定 1～3 に応じて 3 種の予測が考えられる。 

「状況→上司決定・行動」予測①：モデル 1（基本仮定 1）と上司パラメータ（有能さ・

善意・倫理的高潔さ）を組み合わせて、様々な「タスク・マネジメント状況→上司の決定・

行動」関係について予測①を立てられる。この予測①は、1.1 節で定義された「ポジティブ

期待」にほかならない。 

「部下行動→業績」予測②：個々の状況において、上司の決定・行動に関する予測①を

モデル 2（基本仮定 2）に代入して、「部下行動→業績」関係について予測②を立てられる。

予測②は、Lawler（1971）と House（1971）の「努力→業績」期待に該当する。 
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「部下業績→報酬」予測③：予測②をモデル 3（基本仮定 3）に代入して、「部下業績→

報酬」関係について予測③を立てられる。予測③は Lawler（1971）と House（1971）の「業

績→報酬」期待に該当する。 

 

タスク・マネジメント依存性を「モデル」、上司の人格特性をモデルの「パラメータ」に例え

ていうと、部下は「モデル」と過去の「成果」を組み合わせて、「上司パラメータ」を推定・修

正できる（特性推定プロセス）と同時に、「モデル」と「上司パラメータ」を組み合わせて将来

の成果を予測することもできる（成果予測プロセス）のである。 

認知的信頼の正体は、幅広い社会的交換にわたって、高い不確実性に対処するための「予測と

フィードバックによる制御メカニズム」だと考えられる。その働きのおかげで、仕事生活におけ

る悪質な失敗や重大な損失を防ぐことができて、生産性の側面においてキャリアの成功・成長を

遂げられる。 

ただし、認知的信頼のメカニズムだけを重要視して、「実践的有用性」をめぐる交換しか行わ

ないならば、SER は常に状況要因の影響にさらされて不安定となり、長期的な継続が難しくなる。

SER を長期にわたって持続していくには、「主観的幸福感」をめぐるやり取りを重ねながら、長

期的人間関係の基盤を積み上げる必要がある。この機能は、感情的信頼のメカニズムによって果

たされている。 

 

 

3.2 感情的信頼のメカニズム 

3.2.1 事実前提：仕事生活の幸福度における依存性 

SER において、感情的信頼は主に「主観的幸福感」の交換に密接に関連している。そのため、

職業や組織の文脈では、仕事生活の幸福度をめぐるやり取りに焦点を絞れば、感情的信頼メカニ

ズムの事実前提となるのは、「上司・部下間の人間関係の良好さが、互いの仕事生活の幸福度に

大きな影響を与えること」という仕事生活の幸福度における依存性である（劉，2014）。 

タスク・マネジメント依存性とは違い、仕事生活の幸福度における依存性は、状況要因のいか

んによらず、単純に「上司との人間関係→仕事生活の幸福度」という因果関係として表されてい

る。その構造が単純な分だけ、仕事生活の幸福度をめぐるやり取りの不確実性が低い。そのため、

感情的信頼のメカニズムには、理性に基づく判断ではなく、より簡単な直感の働きによる「感知」

が基本となる（劉，2014）。 

すなわち、感情的信頼のメカニズムでは、②「部下行動→業績」と③「業績→報酬」関係につ

いて予測する必要がなく、仕事生活の幸福度をめぐる様々なやり取り状況において、上司の意

図・行動を感知し、①「ポジティブ期待」を形成できれば十分である。 
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3.2.2 積み上げと動機づけのプロセス 

劉（2014）によれば、「仕事生活の幸福度」のやり取りを重ねながら、人間関係の基盤を積み

上げて SER の長期的持続を実現するために、感情的信頼のメカニズムでは、少なくとも次の 2

つの基本プロセスが必要である。どのプロセスにおいても、「共感」、「パースペクティブ・テイ

キング」、「恩義・恩情」が中心的な働きをしている。 

 

（1）積み上げプロセス 

1 つは、互恵的利他行動 B が長期的人間関係の基盤を積み上げる、という「積み上げプロ

セス」である。人間関係の基盤は長期にわたって心を通わせ、協力しあってきた歴史で積み

上げられたものである（Lewicki & Bunker, 1996; Cook & Gerbasi, 2009）。認知的信頼のメカ

ニズムは主に「逆算型ロジック」に基づいているとすれば、感情的信頼のメカニズムでは、

基本的に「積み上げ型ロジック」が働いているといえよう。そして、感情的信頼の 3 次元枠

組みに従い、「共感」、「パースペクティブ・テイキング」、「恩義・恩情の思い出」の働きに

よって、互恵的利他行動 B が人間関係の 3 つの側面に及ぼす「積み上げ効果」が考えられ

る（劉，2014）。 

第 1 は、互恵的利他行動 B が共感の働きを促進することで、「感情的結束」を強める効果

である（Lewicki & Bunker, 1996; Gerstner & Day, 1997）。第 2 は、互恵的利他行動 B がパース

ペクティブ・テイキングの働きを活発にすることで、「アイディティティの共有による仲間

意識・連帯感の形成」を促進する効果である（Lewicki & Bunker, 1996）。第 3 は、互恵的利

他行動 B が交換活動、つまり互いへの「借りの作り・返し」を推し進めることで、人間関

係に込められた「恩義・恩情」を深める効果である（久慈，1984；1988；Liden, et al., 1997）。 

 

 （2）動機づけプロセス 

もう 1 つは、長期的人間関係が互恵的利他行動 B を動機づける、という「動機づけプロ

セス」である。このプロセスにおいて、長期的人間関係が「温かい幸福感」を実感させるこ

とで、互恵的利他行動 B に影響を及ぼすのである。劉（2014）によれば、「温かい幸福感」

の実感は、2 つの意味で互恵的利他行動 B の直接原因となるという。 

シグナルの意味：1 つ目は、長期的人間関係の良好さを確認できた「シグナルの意味」で

ある。長期的な人間関係の良好さを確認できたシグナルとして、温かい幸福感の実感は、利

他的欲求を刺激する引き金となって互恵的利他行動 B を駆り立てる。 

感情的信頼の下位 3 次元枠組みに従い、長期的人間関係の 3 つの側面から、それぞれ「共

感」、「パースペクティブ・テイキング」、「恩義・恩情の思い出」の働きを通じて温かい幸福

感を実感できると考えられる。こうして、温かい幸福感の実感は、長期的人間関係の状態を

感知するセンサーとして、利他的欲求を刺激する引き金の働きをしている。 

インセンティブの意味：2 つ目は、長期的人間関係の魅力という「インセンティブの意味」

である。上司との人間関係から、温かい幸福感という心理的なインセンティブを得られれば、
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部下はこの関係をさらに発展させたいと思って、互恵的利他行動 B を積極的に行う可能性

が高い。 

上記の 2 つの意味で、感情的信頼のメカニズムにおいて、人間関係に覚えた「温かい幸福

感」の実感は、互恵的利他行動 B の直接原因となる。 

 

「積み上げ」と「動機づけ」という 2 つのプロセスによって、長期的人間関係と互恵的利他行

動 B の間に自己強化的なサイクルが形成され、SER の長期的持続が実現されている。ただし、

感情的信頼のメカニズムばかりを重視して、「主観的幸福感」をめぐるやり取りだけを行うなら

ば、SER は非生産的となり、健全性を保てなくなるリスクがある。なぜなら、上司が互恵性の原

則を守らない場合、部下は互恵的利他行動を熱心に行うほど、人間関係の基盤が積み上げられる

ものの、社会的交換の成果が悪化してしまうからである。 

SER の生産性と健全性を保障するには、利害得失の観点から、「実践的有用性」をめぐる交換

の成果 O に注目する必要がある。この機能は、認知的信頼のメカニズムによって果たされてい

る。このように、認知的・感情的信頼のメカニズムは機能的に補完しあいながら、SER の構築と

発展を支えているのである。 

 

 

4. 影響プロセス仮説 

 

この節では、認知的・感情的信頼のメカニズムに関する理論体系をもとに、「上司への 2 種類

の信頼がいかに従業員の進取的行動を引き出すのか」について、その影響プロセスを説明する。

進取的行動とは、長期的利益の 大化という視点に立ち、キャリアの成長や組織の改善・革新に

ついて、将来への予測をもとに自主的に目標を立て、その実現に向かって自分と環境を計画的に

変えるという未来志向の互恵的利他行動 B である（Bateman & Crant, 1993; Praker, Williams, & 

Turner, 2006; 劉，2013b）。その背後にあるのは、「仲間共通の長期的利益のために、創造的かつ

生産的な貢献を成し遂げたい」という利他志向の成長欲求だと思われる。 

例えば、技術や仕事の仕組み、および市場環境について、時代のトレンドを先読みして、先進

的な技術やシステムをいち早く職場に導入したり、将来を展望して人脈を作ったりする行動は、

その典型である。 

進取的行動の本質は、自らの専門能力、人脈、職場や組織のシステム・生産能力に「好ましい

変化」を創り出すことである。それゆえ、生産性の側面から見て、進取的行動が成功して実れば、

望ましい業績と成長が実現される可能性が高い。さらに、変革・革新を成功に導いた実績と経験

は、部下と上司のキャリアアップをもたらすことも多い。一方、人間関係の長期的持続という側

面から見れば、進取的行動は、共通の長期的利益を促進し、恩義・恩情を深めることで、人間関

係の基盤を強くすることができる。したがって、進取的的行動は、認知的・感情的信頼の両方と

も深く関連しているように思われる。 
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4.1 業績と成長の見通しによる影響経路 

4.1.1 「業績と成長の見通し→進取的行動」経路 

「成果予測プロセス」という考えによれば、認知的信頼のメカニズムでは、互恵的利他行動 B

の直接原因は「『B→O』関係の予測」、別の言い方をすれば「成果 O の期待値（expected value）」

である（Rempel et al., 1985; Lewicki & Bunker, 1996; Chua et al., 2008）。「B→O」予測は、「部分的

な因果関係」と「全体の流れ」という 2 つのレベルに分かれる。 

部分的な因果関係の予測とは、モデル（基本仮定 1～3）と上司パラメータから直接に導かれ

た 3 種の予測――①「状況→上司決定・行動」予測（ポジティブ期待）、②「部下行動→業績・

成長」予測、③「部下業績→報酬」予測――である。こうした部分的な因果関係の予測は、特定

のタスク・マネジメント状況下の上司決定・行動に限定された「断片的な仮説」である1。Lewicki 

& Bunker (1996) は、部分のレベルにおけるポジティブ期待①を「計算ベースの信頼

（calculus-based trust）」と呼んでいる。 

それに対し、全体的流れの見通しとは、部分的な予測①～③を合成して作り上げた「全体の流

れのシナリオ」である（畑村，2000）。つまり、起こりうる幅広い状況にわたって、上司の一貫

した決定・行動パターンに関する仮説体系である。Lewicki & Bunker (1996) は、こうした全体の

レベルにおける系統的なポジティブ期待①を「知識ベースの信頼（knowledge-based trust）」と呼

んでいる。 

持続的な社会的交換の中で、こうした 2 つのレベルの「B→O」予測は、「扱える相互依存構造

の複雑さ･不確かさ」、「人格特性に関する知識の代替可能性」、「SER の成熟段階」という 3 つの

側面で本質的に異なっていると思われる。 

 

（1）扱える相互依存性の複雑さ・不確かさの違い 

断片的な予測①～③が有効に対処できるのは、例えば現在志向の OCB のように、上司と

の相互依存構造が簡単で、不確実性の低い「B→O」関係だけである。 

ところが、進取的行動のように、上司との相互依存構造が複雑で、不確実性の高い「B→O」

関係をうまく予測するには、全体的流れの見通しが必要となる。畑村（2000）によれば、全

体的流れの見通しが立ってはじめて、条件変化によるシステム全体の変化――経営上層部に

おける幹部の異動、技術の進歩、市場の変革など、ある状況要因の変化によって、上司への

タスク・マネジメント依存性の構造全体にどんな変化が生じ、結果として「B→O」関係が

どう変わるのか――を正確に把握できるようになるという。 

 

（2）人格特性に関する知識の必要性の違い 

断片的な因果関係だけを予測するなら、上司の人格特性に関する知識の役割は欠かせない

ものではない。雇用契約や職務内容記述書（job description）や組織規程など、抑止力のある

コントロール手段によって代替できることも少なくない。 

                                                           
1 畑村（2000）は、こうした部分的な因果関係に関する予測を「孤立分散仮説」と呼んでいる。 
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一方、幅広い状況にわたって全体的な流れを見通すには、上司の一貫した決定・行動パタ

ーンに関する系統的な仮説群が必要となるため、その人格特性に関する知識の役割は公式的

なコントロール手段によって代替できない。それゆえ、全体的流れの見通しにおいて、人格

特性に関する知識は不可欠な役割を果たしている。 

 

（3）SER の成熟段階の違い 

Rempel et al., (1985) と Lewicki & Bunker (1996) によれば、SER の初期段階では、社会的

交換の範囲がまだ限られており、互恵的利他行動 B は主に部分的な予測①～③によって決

められるという。なかでも、「私との社会的交換において、上司が必ず互恵性の原則を守り、

機会主義的行動をしない」というポジティブ期待①は、SER が成り立つための必要条件とな

る（Blau, 1964）。 

しかし、SER が深まり、交換の範囲が広がるにつれて、部分的な予測①～③だけでは、次

第に対応できなくなる。広範囲な状況にわたって、上司の一貫した決定・行動パターンに関

する全体的な見通しが必要となってくる。Rempel et al., (1985) とLewicki & Bunker (1996) に

よれば、全体的流れの見通しが形成されるには、過去の様々な社会的交換の経験において、

断片的な予測①～③と現実の照合結果が十分に蓄積されなければならないため、SER がある

程度成熟した段階で形成されることが多いという。 

 

上記の考察で分かるように、認知的信頼のメカニズムでは、進取的行動の直接原因となるのは、

それが望ましい業績・成長に至るまでの全体的流れの見通しである。進取的行動は未来に備えて

新しい可能性を探り、変化を創り出すだけに、高い不確実性と向き合い、幅広い状況にわたって

資源の交換を必要とする。そのため、「進取的行動→業績と成長」関係を効果的に予測するには、

全体的流れの見通しが特に重要である。 

類語辞典によれば、見当、読み、見込みなど「将来に対して推測すること」を表す概念の中で、

見通しは特に、「現状から将来どうなるか、結果だけでなく、その過程もかなり確信をもって察

知すること」という意味を持つ（小学館，使い方の分かる類語例解辞典，1994）。そこで、本研

究は業績と成長の見通し（PPG, prospects of performance and growth）を、「自らの進取的行動がど

のようなプロセスを経て、どのくらいの確率で、どれほどの業績と成長を実現できるか」に関す

る全体的なシナリオとして定義する。「見通しの好ましさ」という定量的な表現は、業績と成長

の期待値を意味する。 

進取的行動が業績・成長に至る全体的な流れを見通すには、幅広い社会的交換状況にわたって、

上司の一貫した決定・行動パターンに関する仮説体系が必要となる。そのため、上司の人格特性

への深い理解が不可欠なものである。このように、好ましい業績と成長の見通しが立つには、上

司の人格特性に関する知識に基づいた「ポジティブ期待」と「リスクを受け入れる意欲」として、

認知的信頼が必要とされるのである。 

認知的信頼のメカニズムでは、部下が将来の成果から逆算して、業績と成長の見通しをもとに
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実りの多い目標や方向性（course of action）を見極め、現在の進取的行動を方向づけるのである。

様々な選択肢のうち、もし実りの多い目標や方向性を発見できれば、業績と成長の見通しが好ま

しく、「やり甲斐がある」と判断して進取的行動に励む可能性が高い。逆に、発見できないなら

ば、業績と成長の見通しが悪く、「時間とエネルギーの無駄」と判断して進取的行動を控えるか

もしれない。 

 

 

4.1.2 「上司への認知的信頼→業績と成長の見通し」経路 

「業績と成長の見通し→進取的行動」関係について論じてきたが、そもそも、上司への認知的

信頼が、どのように業績・成長の見通し形成に寄与しているのだろうか。この問いを答えるには、

まず「進取的行動→業績・成長」関係の背後にある、上司へのタスク・マネジメント依存性の構

造を明らかにしなければならない。 

職業や組織文脈では、上司への認知的信頼が進取的行動の決定因となる根本的な理由は、こう

した依存性の複雑さと不確かさにほかならない。その構造を明らかにすれば、上司に対する認知

的信頼から進取的行動への影響プロセスの全容が理解できるはずである。ところが、これまでは

その構造に関する考察はまったくなされていない。 

事実前提として、「『部下行動→業績と成長』関係が上司の決定・行動に依存している」という

基本仮定 2 をもとに考えると、この依存性はおおよそ図 2 に示される構造になる。図 2 では、部

下の進取的行動が業績と成長に至るまでには、2 つの段階で成功する必要がある。それぞれの段

階で、上司が異なる役割を果たしている。 

 

図 2 「部下の進取的行動→業績・成長」関係が上司の決定・行動に依存する構造 
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 （1）新しい可能性や能力を創出する段階 

第 1 の段階では、部下はまず個人レベルにおいて、進取的行動が目標とした「新しい可能

性や能力」の創出に成功しなければならない。つまり、個人レベルの成功とは、新しい可能

性や能力の創出――既存手法や仕組みの改善・革新、先進的なシステムや技術の導入、新し

い専門能力の習得、新しい人脈資源の構築など――という部下の個人目標の達成を意味する。 

基本仮定 2 に基づいて考えれば、「進取的行動→新しい可能性や能力」関係は、少なくと

も次の 2 種の上司決定・行動に依存しているように思われる（図 2）。1 つは、「上司の同意

と支持」である。進取的行動とは、部門全体の職務システムと生産能力に「変化」を創り出

す行為である。部門の仕事全体に責任を持つ上司の同意と支持を得られなければ、そもそも

部下が進取的行動を行えないことが多い。もう 1 つは、「困難やピンチのときの力強いサポ

ート」である。進取的行動はこれまで経験したことのない新しい課題に取り組むだけに、ど

のような問題が起こり、いかに対処すべきかについて不明なことが多く、不確実性が高い。

そのため、部下は試行錯誤しながら問題を発見、解決していく中で、困難とピンチが避けら

れない。その時、もし上司の力強いサポートを得られれば、成功確率が大きく上がるであろ

う。このように、部下の進取的行動が成功して、新しい可能性や能力を創出できるかどうか

は、上司の同意・支持、およびサポートによって左右される。 

そして、「『状況→上司決定・行動』関係は、上司の人格特性に依存している」という基本

仮定 1 によれば、部下への善意の水準が高いほど、上司はその進取的行動に同意・支持を与

え、困難やピンチの局面でサポートしてあげる可能性が高くなる。また、上司の能力や経験

や人脈といった有能さが高いほど、部下が困難やピンチに直面したとき、力強くサポートす

ることができる。 

したがって、上司の有能さと善意の水準が高いほど、部下の進取的行動が個人レベルで成

功し、新しい可能性や能力を創り出す可能性が大きくなる。 

 

（2）新しい可能性や能力を応用する段階 

第 2 の段階では、「新しい可能性や能力」が部門目標の達成に寄与して、部門全体の業績

を実質的に向上させなければならない。個人レベルの成功とは、「新しい可能性や能力」の

創出に成功することを意味するのに対し、部門レベルの成功とは、その「新しい可能性や能

力」の応用に成功して、部門全体の業績向上――部門の目標達成の効率を高めたり、新しい

製品やサービスを生み出したり、新しいプロジェクトを企画、あるいは顧客から受注したり

するなど――を成し遂げたことを意味する。 

新しい可能性や能力の応用段階では、部下よりは、むしろ上司の役割のほうが重要だと思

われる。なぜなら、部下が新しい可能性や能力を創り出すことができても、それを部門全体

の職務システムに取り込んで活用するのは、上司の権限と役割だからである。基本仮定 2

をもとに考えると、「新しい可能性や能力→部門業績」関係は、少なくとも次の 4 種類の上

司行動に依存しているように思われる（図 2）。 
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第 1 に、上司は、新しい可能性や能力を既存のシステムにうまく融合する必要がある

（Merton, 2013）。第 2 に、システムや生産能力などの進歩により、部門目標・計画を立案す

るに当たって、技術や時間やコストなどの制約条件に変化が生じる。上司はこうした制約条

件の変化にうまく適応して、妥当な目標・計画を策定する必要がある。第 3 に、組織の協働

システムにおいて、部門内の職務システムや生産能力の変化が、ほか部門の仕事に影響を及

ぼすことが多い。それゆえ、上司は影響力を発揮して、こうした変化を経営上層部と他部門

マネジャーに受け入れてもらう必要がある（Mikes, Hall, & Millo, 2013）。第 4 に、新しい可

能性や能力による新製品やサービスについて、上司はサプライヤーと顧客に積極的に紹介し

交渉する必要がある。このように、新しい可能性や能力が 終的に部門業績の向上に結びつ

くかどうかは、上司行動に大いに依存している。 

そして、基本仮定 1 によれば、上司の専門能力と経験が優れるほど、この新しい可能性や

能力を既存システムにうまく融合して、 大限に活用できる確率が高くなる。また、上司の

人脈と実績が豊かであるほど、職務システムや生産能力の変化について、経営上層部と他部

門マネジャーに納得してもらえる確率が高くなる。よって、上司の有能さが高いほど、部下

の進取的行動が部門全体の業績向上につながる可能性が高くなる。 

また、新しい可能性や能力を既存システムに統合したり、経営上層部と他部門マネジャー

を納得させたりするには、多くの労力を要する。そもそも、「役割外」の進取的行動に対し、

上司はこうした労力を払う責任も義務も持っていない。そこで、上司が部下にどれだけ善意

を持っているかはカギとなる。部下にさほど善意を持たない上司ならば、多くの場合、それ

まで慣れ親しんだシステムの変革を「面倒」と捉えがちである（畑村，2000）。それに対し、

部下に対する善意の水準が高いほど、上司はその進取的行動の貢献を大切にして、無駄にさ

せないよう熱心に力を貸す確率が高くなる。よって、上司の善意の水準が高いほど、部下の

進取的行動が部門全体の業績向上に結びつく可能性が大きくなる。 

したがって、上司の有能さと善意の水準が高いほど、その「新しい可能性や能力」が応用

に成功し、部門全体の業績向上を成し遂げる確率が高くなる。 

 

ここまで考察してきたように、部下の進取的行動から部門全体の業績向上に至るまでのすべて

の段階では、上司は決定的な役割を果たしている。職業や組織文脈では、進取的行動が部門全体

の職務システム・生産能力に変化を創り出す限り、部下の個人的な行為ではなく、上司との協力

行為であることが多いように思われる。とりわけ、進取的行動が役割外の行為だけに、それが成

功して実るかどうかは上司の善意にかかっている。 

「成果予測プロセス」という考えによれば、部下はタスク・マネジメント依存性「モデル」と

上司「パラメータ」を組み合わせ、業績と成長の見通しを立てることで、実りの多い目標・方向

性を見極めて進取的行動に励む。上司への認知的信頼の水準が高いほど、好ましい業績と成長を

遂げる見通しが明るく、結果として進取的行動の水準が高くなる。よって、次の仮説を立てる。 
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仮説 1：上司への認知的信頼の水準が進取的行動の水準に及ぼす正の影響は、業績と成長の

見通しの好ましさによって媒介される。 

 

 

4.2 人間関係の温かい幸福感による影響経路 

上司への認知的信頼は、「業績と成長の見通し」によって進取的行動を方向づけるのに対し、

上司への感情的信頼は、「人間関係の温かい幸福感（warmth & happiness in relationship）」を実感

させることで進取的行動を動機づける。ここでは、温かい幸福感とは、主に長期的な人間関係の

中、互いへの温かい思いやり・親切さから感じた幸福感をさす。図 3 に示されるように、「動機

づけプロセス」という考えによれば、「温かい幸福感」の実感は、長期的人間関係の状態を感知

するセンサーとして、利他的欲求を刺激する引き金の働きをしている。 

進取的行動の原動力となっているのは、主に「仲間共通の長期的利益のために」という仲間集

団に向けた未来志向の利他欲求だと考えられる。上司との長期的人間関係の良好さを確認できた

シグナルとして、温かい幸福感の実感はこの利他欲求を刺激して、部下を進取的行動に駆り立て

る可能性が高い。長期的利益を共にして仲間関係を築くことには、（裏切りの）リスクが付きま

とう。だからこそ、この利他欲求のエネルギーを引き出すには、良好な長期的人間関係に根差し

た「ポジティブ期待」と「リスクを受け入れる意欲」として、感情的信頼が必要となる。 

そして、感情的信頼の下位 3 次元枠組みに従い、長期的人間関係の 3 つの側面からそれぞれ温

かさと幸福感を実感できると考えられる（図 3）。 

 

図 3 互恵的利他行動 B を動機づけるプロセス 
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第 1 の感情的つながり次元では、主に感情の交流とコミュニケーションの側面から、温かさと

幸福感を覚えられる。進取的行動は、試行錯誤しながら問題を発見、解決していくプロセスであ

るため、困難やピンチに対処することが多く、莫大な労力と時間を必要とする。しかも、役割外

の行為なので、部下は 8 時間の役割内仕事の後で、個人的な時間を削って進取的行動を行うこと

が多い。部下にかかる負担とストレスがかなり大きいものである。そこで、上司との良質な感情

的交流やコミュニケーションの中、感情的結束の強さを感知できたことによる「温かさと幸福感」

は、部下のストレスを解消し、心の疲れを癒し、励ましを与えることで、進取的行動を促進する

可能性が高い。 

第 2 の一体化次元では、主にアイデンティティの共有による仲間意識・連帯感という側面から、

温かい幸福感を実感できる。長期的利益や価値観・考え方を共有している実感、および仲間意識

や連帯感の確認に覚えた「温かい幸福感」に突き動かされ、部下は「共通の長期的利益のために」

という一段と高い視点から将来を展望し、創造的かつ生産的な貢献を成し遂げたいと思って進取

的行動に励む可能性がある。 

第 3 の頼りたい意欲次元では、主にお互い恩義・恩情を深めて関係を長期的に維持する意欲と

いう側面から、温かさと幸福感を実感できる。部門の職務システムや生産能力に「実質的な変化」

を創り出す限り、責任者である上司の同意・支持を得られなければ、部下の進取的行動は実りに

くいだろう。多くの場合では、部下は上司と二人三脚で進取的行動を行っているはずである。と

りわけ、創り出された新しい可能性や能力をうまく活用して、部門全体の業績向上を成し遂げる

段階では、部下よりはむしろ上司のほうが主役だと思われる。このように、 終的に部門全体の

業績向上に辿りつくまでには、多くのことで上司の支持・支援を頼りにしなければならない。そ

こで、上司の誠意ある支持・支援・協力から、「恩義・恩情」および「上司がこの人間関係を長

期的に維持しようとする意欲」を感知できたとき、「温かい幸福感」に浸る。こうした実感に突

き動かされ、部下はその恩義・恩情を報いるよう、いっそう進取的行動に励む可能性が高い。進

取的行動を成功させ、共通の長期的利益に貢献することは、「上司への恩返し」となるからであ

る。 

したがって、上司への感情的信頼は、人間関係の温かい幸福感を実感させることで、進取的行

動を動機づけると考えられる。上司への感情的信頼の水準が高いほど、人間関係に覚えた温かい

幸福感が多く、結果として絵進取的行動の水準が高くなる。よって、次の仮説を立てる。 

 

仮説 2：上司への感情的信頼の水準が進取的行動の水準に及ぼす正の影響は、人間関係の温

かい幸福感によって媒介される。 
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5．方法 

5.1 調査とサンプル 

5.1.1 中国社会人サンプル 1（n=301） 

中国で調査 1 を実施し、7 つ以上の地域から社会人の回答を収集した。回答者の 48.2%は男性、

51.8%は女性である。平均年齢は 31.39 歳（ . . 7.48）、平均勤続年数は 6.25 年（ . . 7.31）、

現直属上司の下での平均勤続年数は 4.43 年（ . . 5.02）である。役職では、一般従業員 49.8%、

初級管理職 18.9%、中間管理職 17.3%、上級管理職 6.3%、役員 0.0%、その他 7.6%である。学歴

では、短大以下 6.3%、短大 23.9%、大学 39.9%、修士 24.3%、博士 5.6%である。 

回答者の職種を見ると、販売（技術類）2.3%、販売（非技術類）6.0%、営業 2.7%、エンジニ

ア 12.0%、熟練工 3.7%、公務員 11.3%、人的資源･研修 4.3%、デザイナー3.7%、医療関係者 8.0%、

企業オペレーションマネジャー4.0%、企業上級マネジャー2.0%、会計・監査人 4.7%、研究者 9.3%、

顧客サービススタッフ 3.7%、そのほか 22.6%である。 

 

5.1.2 日本社会人サンプル 2（n=475） 

中国データの分析結果を追試するために、調査会社を介して、日本で調査 2 を社会人に実施し

た。翻訳の妥当性は言語学者（1 人）にチェックしてもらった。回答者の 54.7%は男性、45.3%

は女性である。平均年齢は 38.64 歳（s.d.＝6.55）、平均勤続年数は 12.90 年（s.d.＝7.72 年）、現

直属上司の下での平均勤続年数は 4.31 年（s.d.＝4.76 年）である。 終学歴では、高校 25.5%、

短大・高等専門学校・専門学校 22.7%、大学 42.9%、修士 8.4%、博士 0.4%である。役職では、

一般社員 44.8%、係長クラス 27.2%、課長クラス 22.1%、その他役職 5.9%である。 後に、回答

者の職種は表 1 にまとめられている。 

表 1 サンプル 2 の職種構成（日本社会人） 
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日中両国の社会人サンプルでは、全項目に対し「1．当てはまらない～7．当てはまる」の 7

点法による自己評価を採用した。 

 

5.2 調査 1（中国社会人）と調査 2（日本社会人）におけるメジャーメント 

5.2.1 上司への認知的信頼 

劉（2013a）の短縮版尺度 CTS-S（14 項目）を使った（日: .97; 	中: .97）。そのうち、

第 1 の有能さに基づいた期待次元については、①「上司は、職業生活と社会生活の両方にわたっ

て成功している人として知られている」；②「上司はそのポストに適任である」；③「上司は、的

確に職務アドバイスを与えることに長けている」；④「上司のこれまでの実績からして、職務能

力と態度について疑う余地がない」；⑤「仕事上、上司はよくよく考え抜いた計画を立てること

ができる」の 5 項目で測定した。 

第 2 の善意に基づいた期待次元について、⑥「上司が仕事で、私の利害を考慮してくれると信

じている」；⑦「私の立場になってニーズと目標を考慮してくれることを、上司に期待できる」；

⑧「必要なとき、上司は 大限に援助してくれるだろう」；⑨「上司は、自分のキャリアだけで

なく、私のキャリアにも関心をもってくれる」の 4 項目で測定した。 

第 3 の倫理的高潔さに基づいた期待次元について、⑩「上司は強い道義心をもっている」；⑪

「上司の意思決定と行動は一貫している」；⑫「上司は表と裏がなく、偽りのない人間である」；

⑬「上司が組織の将来を常に思っていることを、私は信じている」；⑭「上司は倫理的軸をもっ

て行動するよう努力している」の 5 項目で測定した。 

 

5.2.2 上司への感情的信頼 

劉（2013a）の短縮版尺度 ETS-S の 14 項目を使った（日: .97; 	中: .96）。第 1 の感情的

つながり次元について、①「上司と私は、いつも互いに腹を割って語り合う」；②「よく上司に

苦悶を打ち明けている」；③「上司と一緒に仕事すると、いつも楽しいと感じる」；④「上司と私

は、お互いの人格を認め合い、意気投合している」；⑤「上司と私は、いつもお互いの仕事上の

コツと経験を話し合っている」の 5 項目で測定した。 

第 2 の一体化次元について、⑥「上司と私は価値観が似ている」；⑦「上司は、よき友人にな

りたいと思えるような人間である」；⑧「上司に恩義を感じている」；⑨「ものの考え方が近いた

め、上司に親しみを感じる」；⑩「上司に連帯意識をもっている」の 5 項目で測定した。 

第 3 の頼りたい意欲次元について、⑪「仕事上、核心となる問題をどう解決すべきかについて、

自分の考え方と提案を上司に伝えたいと思う」；⑫「仕事範囲外であっても、上司に問題解決を

頼みたいと思う」；⑬「仕事で苦境に直面したとき、上司と心をひとつにして協力しあい、とも

に乗り越えたいと思う」；⑭「仕事上、上司からの情報を使うと安心できる」の 4 項目で測定し

た。 
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5.2.3 業績と成長の見通し 

次の 4 項目を作成した（日: .90; 	中: .89）。①「他の上司の下で仕事するよりは、現在

の上司のもとで仕事したほうがより高いパフォーマンスを達成できるだろう」；②「現在の上司

の下では、満足のいく業績を残せるだろう」；③「他の上司の下で仕事するよりは、現在の直属

上司のもとで仕事したほうがより望ましい成長を遂げられるだろう」；④「現在の直属上司の下

では、自らのポテンシャルを開花させ、十分に成長を遂げられるだろう」。 

 

5.2.4 温かい幸福感 

①「この職場は居心地良いと感じる」；②「この職場では、楽しく過ごしている」；③「この職

場は温かいと感じる」の 3 項目を作成した（日: .93; 	中: .93）。 

 

5.2.5 進取的行動 

劉（2013b）の PBS の 12 項目を使った（日: .95; 	中: .93）。そのうち、第 1 の主人公志

向次元は①「成長するために、現状にチャレンジすることが好きである」；②「キャリア･アップ

のために、積極的に課題をみつけてクリアしていく」；③「自分のアイディア・考え方を実現さ

せるために、障害に立ち向かい、乗り越えることを楽しんでいる」の 3 項目で測定した。 

第 2 の自己向上次元は、④「職場で期待以上の成果を出そうと、自ら進んで改善や工夫を重ね

る」；⑤「自分の人生がより良くなるように、絶えず新しい方法を捜し求める」；⑥「職場で成果

の質を向上させるために，自己研さんに励む」の 3 項目で測定した。 

第 3 の協力・連携創出次元は、⑦「将来を見据えて、人脈を広げ、積極的に交流する」；⑧「職

場で、他者が何を必要としているかを事前に察して、協力や連携を自発的に行う」；⑨「誰かが

トラブルにあっていれば、なんとしても助ける」の 3 項目で測定した。 

第 4 の組織改善・革新次元は、⑩「職場で、皆の意欲を高めるようなことを進んで提案する」；

⑪「職場で、仕事が円滑に進むような手続き・アイディアを積極的に提案する」；⑫「職場で変

化を予期し、対応策を自発的に提案する」の 3 項目で測定した。 

「上司への認知的信頼」、「上司への感情的信頼」、「進取的行動」の 3 変数については、各下位

次元ごとに項目得点の平均値を算出して観測変数にした。「業績と成長の見通し」と「温かい幸

福感」の 2 つの媒介変数については、項目数が少ないため、項目得点をそのまま観測変数に使っ

た。 

 

6．結果 

6.1 測定モデルの妥当性 

信頼性（α）係数に加え、17 個の観測変数からなる 5 因子モデルを構築して CFA を行い、メ

ジャーメントの妥当性を評価した。SEM における変数の分類と表記法に従い、認知的信頼を	

（外生的な潜在変数	 	）；感情的信頼を	 	、業績と成長の見通しを	 	、温かさと幸福感を	 	、

進取的行動を	 	（内生的な潜在変数	 	）と表す。 
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表 2 5 潜在変数の測定モデル 

 

 

 表 2 は、5 つの潜在変数をそれぞれ測定する「観測変数」とその「因子負荷」をまとめている。

中国（n=301）と日本のデータ（n=475）では、5 因子モデルの適合度がともに良好だったので

（中： .037;日： .033）、5 つの潜在変数のメジャーメントが妥当であるといえ

よう。 

 

6.2 影響プロセスモデル 

図 4 では、日中両国のデータを個別に用いて、それぞれ推定した場合の因子負荷、分散説明率、

適合度を示している。仮説 1 と 2 の妥当性証拠は 3 つのアプローチから集められた。第 1 は、因

果係数の有意性検定の結果である。第 2 は、影響プロセスモデル（図 4）全体の適合度である。

第 3 は、中両国のデータに関して影響プロセスモデルの再現性証拠である。 
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図 4 認知的・感情的信頼から進取的行動への影響プロセスモデル 
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6.2.1 証拠 1：因果係数の有意性検定 

まず、仮説 1 と 2 を構成する 4 つの因果パスを量的に特徴づける因果係数の有意性という観点

から、経験的妥当性の証拠を求めた。 

第 1 に、図 4 の上方は、中国データ（n=301）の分析結果を示している。仮説 1 を表現した「認

知的信頼	 →業績と成長の見通し 」パス（ .77; 	 .001）と「業績と成長の見通し	 →

進取的行動 」パス（ .24; 	 .05）は同時に有意であった。また、仮説 2 を表現した「感

情的信頼 	→温かい幸福感 	」パス（ .72; 	 .001）と「温かい幸福感 	→進取的行動 	」パ

ス（ .40; 	 .001）」は同時に有意だった。 

第 2 に、図 4 の下方は、日本データ（n=475）の分析結果を示している。仮説 1 を表現した「認

知的信頼 →業績と成長の見通し 」パス（ .81; 	 .001）」と「業績と成長の見通し →

進取的行動 」パス（ .17; 	 .001）は同時に有意だった。また、仮説 2 を表現した「感

情的信頼 	→温かい幸福感 	」パス（ .48; 	 .001）と「温かい幸福感 	→進取的行動 	」パ

ス（ .35; 	 .001）は同時に有意な結果であった。 

したがって、仮説 1 が予測した「業績と成長の見通し」による影響プロセス（ ）と、

仮説 2 が予測した「人間関係の温かい幸福感」による影響プロセス（ ）は、日中両国の

データで支持されたといえる。 

 

6.2.2 証拠 2：モデル適合度（個別推定） 

次に、仮説 1 と 2 から構成される影響プロセスモデル（図 4）全体の適合度という観点から、

妥当性根拠を求めた。影響プロセスモデル（図 4）の適合度について、日中両国の社会人データ

による個別推定の結果は表 3 にまとめられている。 

日中両国のデータでは、影響プロセスモデル 1 の適合度がともに受容水準（	 .10）を

満たしている。 

表 3 影響プロセスモデルの適合度（個別推定の結果） 

 
：「	 1→ 	」パス；	 ：「	 2	→ 	」パス。 
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そのうえ、情報量基準 CAIC を見れば、中国データで推定されたモデルの中で、仮説 1 と 2 を

表現したモデル 1 の CAIC が も優れている。日本データで推定されたモデルの中、モデル 1 の

CAIC が、2 つの直接効果（「 → 	」パスと「 	→ 	」パス）を組み込んだモデル 4 にわずか

に及ばないが、ほかのモデルより優れている。 

したがって、全般的に見れば、影響プロセスモデルは、日中両国のデータによって支持された

といえよう。 

 

6.2.3 証拠 3：日中 2 母集団に関して影響プロセスモデルの配置不変性（同時

推定） 

後に、日中両国のデータに関して影響プロセスモデルの再現性という観点から、妥当性根拠

を求めた。日中両国のデータによる同時推定を行い、影響プロセスモデル（図 4）の配置不変性

を検討した。再現性の 1 種として、配置不変性とは、認知的・感情的信頼から進取的行動への影

響プロセスが同じ要素（5 潜在変数、17 観測変数）からなり、しかもこれらの要素を論理的に関

係づけるパターンも同じであることをいう（朝野・鈴木・小島，2005）。 

同時推定の場合、モデルの適合度が受容水準	 .10	を満たしている（表 4）。なお、表 4

では、日中 2 母集団同時推定の場合、モデルの自由度（ 228）は個別推定の場合（ 114）の

2 倍となることが確かめられる。 

 

表 4 影響プロセスモデルの適合度（日中 2 母集団同時推定の結果） 

 

 

したがって、日中両国のデータに関して、影響プロセスモデル（図 4）の配置不変性が認めら

れ、高い再現性を有することが確認された。 

 

 

7．結論とディスカッション 

 

7.1 上司への認知的・感情的信頼が進取的行動に影響するプロセス 

本研究の目的は、「SER の中で、上司への 2 種類の信頼がいかに従業員の進取的行動を引き出

すのか」について、その影響プロセスを説明することである。 

仮説 1 は「成果予測のプロセス」という考えに基づき、上司への認知的信頼が「業績と成長の

見通し」による影響経路を通じて、進取的行動を方向づけると説明した。仮説 2 は「動機づけプ

ロセス」という考えをもとにして、上司への感情的信頼が「人間関係の温かい幸福感」による影

響経路を介して、進取的行動を動機づけると説明した。仮説 1 と 2 は、日中両国の社会人データ
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によって支持されたため、上司への 2 種類の信頼が進取的行動に影響するプロセスに関する説明

は、経験的妥当性を確保できているといえよう。 

さらに、SEM の多母集団同時分析により、日中 2 母集団に関して、影響プロセスモデル（図

4）の配置不変性が統計的に認められた（表 4）。この発見事実は、日中両国の間では、上司に対

する認知的・感情的信頼から進取的行動への影響経路が同じであることを意味している。 

 

7.2 理論的示唆 

 仮説 1 と 2 は、上司への認知的・感情的信頼がなぜ、いかに進取的行動に影響を及ぼすのかに

ついて初めて説明した。仮説 1 と 2 によれば、上司に対する認知的・感情的信頼の企業組織への

貢献は、SER を通じて従業員から進取的行動を引き出せることにある。また、仮説 1 と 2 は、進

取的行動の重要な決定因（上司への 2 種類の信頼）と影響経路（「業績と成長の見通し」経路と

「人間関係の温かい幸福感」経路）を特定したために、進取的行動の研究蓄積にも寄与している

といえる。 

 

7.3 実践上の示唆 

影響プロセス仮説 1 と 2 は、マネジメントに 2 つの実践的示唆を与えているように思われる。

第 1 に、従業員の進取的行動は、組織との経済的交換関係ではなく、上司との SER の中で、2

種類の信頼によって引き出された自発的行為である。したがって、従業員の進取的行動をうまく

引き出して、組織の競争優位を創り出すためには、マネジャーは、従業員から 2 種類の信頼を勝

ち得て、良質な SER を構築・維持するよう努力すべきである。 

第 2 に、認知的信頼は「業績と成長の見通し」による影響経路を、感情的信頼は「人間関係の

温かい幸福感」による影響経路を介して進取的行動に効果を及ぼしている。それゆえ、マネジャ

ーはこの 2 つの影響経路を阻害・促進する要因を探り、意図的かつ計画的な努力によって、認知

的・感情的信頼の影響効果を高めるべきである。 

実際、進取的行動は、部門の職務システムや生産能力に実質的な「変化」を創り出すだけに、

多くの場合では、部下の個人的行為ではなく、上司との協力行為だと考えられる。 

上司の立場から考えると、「新しい可能性と能力」を創り出す進取的行動には、部門全体の業

績を向上させて、キャリアアップにつながるといった価値がある。権限、経営資源、豊かな人脈

を持つ上司が、自ら進取的行動を行えば、成功の確率が高いに違いない。しかし、進取的行動に

は、試行錯誤による問題発見・解決のプロセスが伴うために、莫大な時間とエネルギーを必要と

する。上司は、仕事外の時間において、その豊かな人脈を維持するだけでも多忙となり、試行錯

誤の時間とエネルギーをもたない。 

対照的に、部下は、試行錯誤のための個人的時間とエネルギーを捻出できる一方、必要な権限・

資源・豊かな人脈を持っていない。そこで、「新しい可能性と能力」の開発段階では、（上司から

信頼を寄せられている）部下が主役となって、個人的な時間を削って進取的行動を行う。上司は

同意と支持を与え、常に進捗状況を把握して、部下が困難やピンチに遭うとき力強く支援する。 
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そして、部下が開発に成功し、応用段階に入ると、今度は上司が主役となる。上司は豊かな権

限・経営資源・人脈を 大限に活かして、「新しい可能性と能力」を部門の職務システムにうま

く取り込み、部門全体の業績向上を成し遂げる。その結果、組織に大きな功績をあげて、上司も

部下もキャリアアップを実現する可能性がある（この仮説的なシナリオは、中国で製造業の国有

企業の管理者に確認できている）。 

このように、職業と組織に革新、成長をもたらす進取的行動は、上司と部下の相互協力によっ

て行われることが多いように思われる。その中、認知的・感情的信頼が進取的行動を促進する原

動力となる。 

 

7.4 限界と今後の課題 

後に、本研究の抱える限界を指摘して、今後取り組むべき課題を挙げる。本研究の限界は、

日中両国の社会人の比較分析が十分ではないということにある。本研究では、日中両国の社会人

データは、主に影響プロセス仮説の検証に使われている。そのため、上司に対する認知的・感情

的信頼から進取的行動への影響経路について、日中両国の社会人の共通点だけを確かめており、

それらの相違点を明らかにしていない。 

しかし、こうした影響経路の細部では、両国の社会人の重要な違いが隠れている可能性が高い。

したがって、今後は下位次元尺度を活用して、こうした影響経路に関するより詳細なモデル分析

を行うことで、日中両国の社会人の相違点を明らかにする予定である。 
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