職場におけるコミュニケーションが与える影響に関する分析
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司にはどのような行動をとってほしいと思いますか。

1.

（自由記述）

目的
本研究では職場における上司と部下の理解・信頼関係に

ついて、対応分析を用いて明らかにすることを目的とする。
従来の研究では「自分の上司は自分のことを理解してく

があげられる。主に印刷、消防、医療、製造業の就労者 140
名を対象に調査を行い、108 名から有効回答を得た。
データの分析には対応分析を用いた。また、独立性の検

れていると思うか」というように、部下の上司に対する要望

定として一般化マンテル検定を行った。性別、職業、職種、

のみを考える研究が多かった [5], [8]。しかし、このような

年齢といった属性に関する質問項目と内容に関する質問項

受動的立場からの見方のみではなく、「自分は上司をどの程

目について、また対になっている質問項目同士について対

度理解しているか」というように、部下の上司に対する能動

応分析を行った。

的立場から、両者の関係を調査することは重要と考え、これ

結果と考察

3.

らを考慮した調査によってデータ収集し、それを元に分析
を行った点に、本研究の特色がある。

2.

分析方法

対になる質問項目を作成し、質問紙調査を行った [5]。対
になる質問項目とは、例えば「上司はあなたの能力を理解し
ていると思いますか」という項目に対しては「あなたは上司
の能力を理解していると思いますか」のようなものである。
それらの項目に対して a) よく当てはまる b) ある程度当て
はまる c) あまり当てはまらない d) 全く当てはまらない の

4 段階評価を設定した。質問項目を列挙すれば、

3.1.

職業に関する分析

会社員、公務員、パート・アルバイト等の職業と、各質問
項目を用いて対応分析を行った。図１は、質問項目１「あな
たは、上司と接する際、立場をわきまえて接するようにして
いますか」という質問の選択肢についての対応分析の結果
である。この結果から、
「会社員」と「選択肢 d) 全く当ては
まらない」が近くに位置していることから、「会社員は上司
と接する際、立場をわきまえて接するようにしていない傾
向がある」ということがわかる。

1. あなたは、上司と接する際、立場をわきまえて接するよ
うにしていますか。

2. あなたの上司は、あなたの抱えている問題や要望を理解
していると思いますか。

3. あなたの上司は、あなたの能力を理解していると思いま
すか。

4. あなたの業務に問題が発生した際、上司はその解決に向
けて力を貸してくれますか。

5. あなたの上司は、あなたの業務上の判断に関して、支援
をしてくれますか。

6. 業務を行う上で、上司と良好な関係を築くためには、あ
なたはどのような行動をすべきだと思いますか。（自由
記述）

7. 上司は、あなたと接する際、立場をわきまえて接するよ
うにしていると思いますか。

8. あなたは、上司の要望を理解していると思いますか。
9. あなたは、上司の能力を理解していると思いますか。
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職業と質問 1 についての分析結果

10. 上司の業務に問題が発生した際、あなたはその解決に向
けて助力を行うと思いますか。

11. あなたは、上司の業務上の判断を信頼していますか。
12. 業務を行う上で、上司と良好な関係を築くためには、上

図２は、職業と質問項目２「あなたの上司は、あなたの

抱えている問題や要望を理解していると思いますか」につ

司と接する際に立場をわきまえるようにしている人は、上

いての対応分析の結果である。この結果から「パート・アル

司も自分と接する際に立場をわきまえていると感じている

バイト」は「選択肢 a) よく当てはまる」を選ぶ傾向があり、

傾向がある」ということがわかる。この傾向は、他の対応す

「パート・アルバイトは上司に自分の抱えている問題や要望

る質問項目同士でも確認することが出来た。

を理解してもらえていると感じている傾向がある」という
ことがわかる。

4.

まとめ

本研究では、職場における上司と部下の理解・信頼関係に
ついてアンケート調査に基づいて調査した。従来は部下の
上司に対する受動的な立場から調査が行われていたが、能動
的立場からの見方を加え、双方向的関連性に着目して研究を
進めた。アンケート調査の分析の結果、上司と部下との関係
には、互いに同調する傾向があることがわかった。例えば、
「自分が上司に理解・信頼してもらえていると感じている人
は、自分も上司を理解・信頼していると感じている」という
傾向があるということがわかった。そのため、互いに理解・
信頼し合い、上司と良好な関係を築けていると感じるため
には、自分が上司を理解し、信頼しようとすることが有効で
あると考えられる。

5.
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3.2.

職業と質問 1 についての分析結果

対になる質問項目同士の分析

対になる質問項目を用いて対応分析を行った。図３は、質
問項目１「あなたは上司と接する際、立場をわきまえて接す
るようにしていますか」と質問項目 7「上司はあなたと接す
る際、立場をわきまえて接するようにしていると思います
か」の対について対応分析を適用した結果である。
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