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抄録：日本語版 Mentoring Functions Questionnaire 9 項

の相関が見られた（順に r=0.17, 0.14, いずれも p<0.01）．

目版（MFQ-9）の信頼性・妥当性の検討：榊原（関）圭子

心理社会的支援と組織コミットメントの間には相関が示

ほか．東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーショ

されなかった．結論：併存妥当性の検討で，心理社会的

ン学教室―目的：メンタリングとは，知識や経験の豊

支援と組織コミットメントに相関が見られなかったこと

かな者（メンター）が，未熟な者（メンティ）に対し，キャ

など検討課題は残されたが，日本語版 MFQ-9 の一定の

リアや心理社会面での発達を目的に継続して行う支援

信頼性・妥当性を示すことができた．

行動であると定義される．欧米の実証研究では，メン

（産衛誌 2013; 55(4): 125–134）

ターからの支援が多いほど，メンティはキャリアにより
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成功し，精神健康が良好で，仕事と仕事以外の生活間
での葛藤が少ないことが報告されている．本研究では，
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欧米の研究で頻繁に用いられているメンタリング尺度
である Mentoring Function Questionnaire 9 項目版（MFQ-

9, Castro et al, 2004）の日本語版を作成し，信頼性およ

I.

緒

言

び妥当性の検討を目的とした．対象と方法：2012 年 1
月に，インターネットリサーチ会社のモニター登録者の
うち民間の事業会社に勤務する男女を対象に WEB 調査

メンタリングとは，知識や経験の豊かな者（メンター）
が，未熟な者（メンティ）に対して，キャリアや心理社

を行い，メンターを有する 357 名を分析対象とした．調

会面での発達を目的に，継続して行う支援行動である

査項目は，個人属性の他，日本語版 MFQ-9，職務満足

と定義される 1, 2)．メンターは，人生の師匠のような存

感，組織コミットメントなどであった．結果：内的整合

在とも言われている 3)．

性は，日本語版 MFQ-9 全体，下位尺度ごとの合計値と

メンターの提供する支援は，キャリア的支援と心理社

も α 係数は 0.7 以上を示した．因子妥当性では，想定し

会的支援の 2 つに大別される 1)．キャリア的支援とは，

た通り，キャリア支援，心理社会的支援，ロールモデ

組織内での昇進や昇格など，メンティのキャリア発達を

ル的支援の 3 因子が抽出された．確証的因子分析では，

メンターが支援する行動である．具体的には，昇進の後

GFI=0.96，AGFI=0.94，CFI=0.92，RMSEA=0.05 と 良
好な適合度を得た．併存妥当性については，日本語版
MFQ-9 全体と職務満足感（r=0.20, p<0.01），組織コミッ
トメント（r=0.17, p<0.01）との関連性が示された．下位
尺度については，キャリア的支援，心理社会的支援，ロー
ルモデル的支援と職務満足感とで正の相関が示され（順
に，r=0.14, 0.14, 0.15, いずれも p<0.01），キャリア的支援，
ロールモデル的支援と組織コミットメントとの間では正

押し，組織の上層部に対するメンティのアピール，仕事
の目標を達成するための戦略や手法の指導，メンティの
評判を脅かすようなリスクからの保護，挑戦し甲斐の
ある仕事の割り当てが含まれる 1, 2)．
一方，心理社会的支援とは，メンティの職業人およ
び個人としての成長や，アイデンティティ・自尊心・自
己効力感などの向上を促進するような支援行動であり，
メンティに必要な態度や価値観を身に着けさせるための
ロールモデルの提示，メンティに対する無条件の受容，
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メンティの心配事や悩み事の相談を受けるカウンセリン
グ，友情や信頼に基づいた友好が含まれる 1, 2)．このう
ち，ロールモデルの提示は最もよく見られる心理社会的
支援であり 1)，キャリア的支援，心理社会的支援と並ぶ
第 3 の支援として位置づける研究もある 4–7)．
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メンタリングは 1970 年代の米国で人材開発手段とし
て注目され，日本でも 1990 年代以降，新入社員の円滑

Ragins らの尺度を参考に，キャリア的支援と心理社会
的支援の 2 つの下位概念からなる合計 24 項目の尺度を

な受け入れ，優秀な人材の定着化，管理職候補者の育成，

作成している．

女性の活用推進などを目的に，社員のキャリア開発の施
策として取り入れる企業が増加している．
企業におけるメンタリングへの関心の高まりに伴い，
メンタリングの効果に関する実証研究も盛んに行われ

久村の尺度を含めた上記の 5 尺度には，「メンターが
重要な仕事を割り当ててくれた」など，組織の上位者の
みが提供できる支援について尋ねる項目が含まれており，
メンターは組織の上位者であることが想定されている．

てきている．これまでの研究の主な関心はメンタリン

しかし近年では，メンターは組織の上位者だけではなく，

グとメンティのキャリアの成功との関連性で，メンター

組織の上位者以外や組織外の人も含まれるとしたほう

を有することやメンターからの支援量と，メンティの

が現実的であるという考え方が提起されており 30)，実

昇進 5, 8, 9)，給与 8, 9)，昇進見込み 10, 11)，キャリア 12–14)

証研究においても組織内の上位者以外や，組織外のメ

や職務 5, 10, 15–18)

ンターからの支援量の測定にも用いることのできる尺

への満足感，組織コミットメント 10, 11)

などの関連性が示されている．

度が開発されている．その 1 つは MFQ の短縮版である

低いこと 19)，メンターからの支援の全体量が多いほど

MFQ-927) で，キャリア的支援，心理社会的支援，ロー
ルモデル的支援の 3 つの下位概念，9 項目から構成され
る．もう 1 つは，Higgins による Developmental Network
Questionnaire31) で，キャリア的支援，心理社会的支援
を下位概念とする 10 項目から構成される．

神経症傾向が低いこと 20)，また，ライフイベントによ

日本で行われてきたメンタリング研究は，ほとんど

近年では，メンタリングのメンティのストレスに対す
る影響について検討した研究も見られる．日本の研究
では，メンターからのキャリア的支援量および心理社会
的支援量が多いほど，抑うつ傾向および神経症傾向が

り引き起こされるメンティの神経症傾向に対し，心理社

の場合，研究者が対象者に合わせて独自に作成した尺

会的支援量が緩衝効果を有することも示されている 19)．

度が用いられており，信頼性や妥当性の検討が十分で

オランダの研究では，メンターを有することはバーンア

あるとは言い難い．また，メンターは組織の上位者であ

ウトの低さと関連し，また，役割葛藤によるバーンアウ

ることが前提とされており，組織の上位者以外のメンター

トへの影響を緩衝することが報告されている 21)．米国

による支援の影響の検討には使いにくい．よってこれら

の研究では，メンターを有する人は有さない人よりも仕

の点に応えられる日本語の尺度が必要である．

事と家庭の役割葛藤が少ないことや，メンターからの支
援が役割葛藤を低減させることが確かめられている 22)．

上記尺度のうち MFQ および MFQ-9 は，信頼性・妥
当性の検証が十分に行われており 23, 27, 32, 33)，このうち

このようにメンターの支援は，メンティの精神健康が脅

MFQ-9 は，組織の上位者以外のメンターからの支援の

かされるのを防いだり，ストレッサーを低減する役割を

測定にも適用できる．欧米の尺度の日本語化は，欧米

持つと考えられる．

で得られた知見を活用できるため利点が多い一方，文

欧米におけるメンタリングの実証研究では，Kram が

化の違いを考慮する必要がある．MFQ-9 は台湾の労働

明らかにしたキャリア的支援と心理社会的支援という枠

者を対象とした研究 33) にも用いられており，欧米とは

組みに基づいて開発された 4 つの尺度が頻繁に用いられ

文化的背景の異なる地域においても使用できることが

ている 23, 24)．Noe の尺度 25) は，キャリア的支援と心理

確かめられている．よって，MFQ-9 の日本語版を作成し，

社会的支援の 2 つの下位概念，合計 21 項目から構成さ

メンタリング研究に用いることは有用性が高いと考え

れている．Dreher らによる尺度 8) も同様に，キャリア的

られる．

支援と心理社会的支援を下位概念とする 18 項目の尺度

以上より，本研究では Mentoring Function Questionnaire

である．Ragins らによる尺度 26) は，キャリア的支援を

9 項目版（MFQ-9）の日本語版を作成し，その信頼性・妥

スポンサー，コーチ，保護，挑戦し甲斐のある業務の割

当性の検討を目的とする．先行研究では，メンターから

り当て，上層部へのアピールの 5 つの下位概念に，心理

の支援量が多いほど，職務満足感が高く 5, 10, 11, 17, 18, 34)，

社会的支援を友情，社交，親役割，ロールモデル，相

組織コミットメントも高い 10, 11, 35) ことが示されている．

談，受容の 6 つの下位概念に分類し，合計 11 の下位概

また原版 MFQ-9 の妥当性の検討 27) においても職務満足

念，33 項目から構成されている．Scandura よる尺度，

感および組織コミットメントが用いられ，併存妥当性

Questionnaire（MFQ）5, 6) は，探索的

が確認されている．本研究でもこれに倣い，日本語版

および確証的因子分析の結果，キャリア的支援，心理

MFQ-9 と職務満足感および組織コミットメントの関連
性の確認により，MFQ-9 の妥当性を検討する．

Mentoring Function

社会的支援，ロールモデル的支援の 3 つの下位概念に分
かれることが示されており 6, 27, 28)，合計 15 項目から構
成されている．日本では久村 29) が，Noe ら，Dreher ら，

榊原（関）ほか：日本語版 MFQ-9の信頼性・妥当性の検討

II. 方

法

1. 対象と方法
インターネットリサーチ会社のモニター登録者のうち，
日本国内に在住し，民間の事業会社に勤務する男女を
対象とした．事前調査で対象条件に合致するモニターに
対し，メンターの有無を尋ねるメールを送信したところ，
9,328 名から回答を得，そのうちメンターを有していた
のは 1,946 名（21.0％）であった．
本調査では，男女および管理職と非管理職がほぼ均
等になるよう配慮し，無作為に抽出した 523 名に対し，
メンタリングに関する調査協力依頼のメールを配信した．
413 名から回答を得られた時点で調査を終了し（回収率
78.9%），回答に欠損のない 357 名を分析対象とした（有
効回収率 68.2%）．調査は 2012 年 1 月に実施された．
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MFQ-9 は「キャリア的支援」
「心理社会的支援」
「ロー
ルモデル的支援」の 3 つの下位尺度，9 項目から構成さ
れる．各項目について「よくあてはまる（5 点）」〜「全く
あてはまらない（1 点）」の 5 件法で尋ねた．得点が高い
ほど，メンターからの支援量が多いことを示す．

2) 職務満足感
Allen らは，メンタリングによる一貫した効果は，企
業や職場に対する肯定的な感情を生み出すことである
と述べている 38)．これに従い，本研究では，田中によっ
て開発された職務満足感尺度 39) のうち，仕事や職場全
体に対する満足感を捉える全体的職務満足感を用いた．
「全体的にみて今の仕事には満足している」などの 4 項
目について，「よくあてはまる（5 点）」〜「全くあてはま
らない（1 点）」の 5 件法で尋ねた．得点が高いほど職務
満足感が高いことを示す．本研究における Cronbach’s α
は 0.91 だった．

2. 調査項目
事前調査

3) 組織コミットメント
Meyer らによって開発された組織コミットメント尺度 40)

1) メンターの有無

を基に，高橋らが作成した日本語版組織コミットメント

メンターの有無について，先行研究 31, 34, 36) を参考に

尺度 41) のうち，組織への心理的愛着を示す情動的コミッ

次のように尋ねた．

トメントを用いた．
「私の仕事生活（キャリア）の残りを，

「メンターとは，あなたの人生の師のような人で，将

今の会社で過ごせたら，とても幸せだ」などの 8 項目に

来のキャリアやワークライフバランスの問題で悩んだと

」〜「あてはまらない（1 点）
」
ついて，
「あてはまる（4 点）

きや，仕事で困ったときに支援してくれる，夢や目標を

の 4 件法で尋ねた．得点が高いほど，組織コミットメン

明確にするための助言をしてくれるなど，あなたが職

トが高いことを示す．得点化にあたっては，
高橋 41) に倣い，

業人として，また，人間として発達・成長するのを支

逆転項目「ほかの会社に替わっても，いまの会社と同じ

援してくれる人のことです．会社の制度によるメンター

くらい容易にその会社に適応できると思う」を除く 7 項

に限らず，ご自身が私のメンターだ，と思っている人も

目を用いた．本研究における Cronbach’s αは 0.89 だった．

含まれます．よって，一緒に働いている人や一緒に働い
たことがある人，友人，地域の知人，家族なども含ま
れるので広く考えてください」．
メンター有と回答した人には，以下の項目について

4) 基本属性
対象者の特徴を把握するために，性別，年齢，職位，
企業規模，職種，最終学歴，メンターとの関係について
尋ねた．

本調査で尋ねた．

に よ る Mentoring Function Questionnaire（MFQ）5) の

3. 分析方法
1) 内的整合性の検討
MFQ-9 の合計値および下位項目ごとの合計値につい
て Cronbach’s α係数，Item-Total 相関および項目削除時
のα係数を算出し，内的整合性を低める項目の有無につ

短縮版である MFQ-927) に基づき，2011 年に日本語版

いて検討した．

本調査

1) メンターからの支援
メンターからの支援を測定する尺度として，Scandura

語原版の翻訳許可を原著者から得て，研究者 2 名とバイ

MFQ-9 の作成を行った．日本語版の作成にあたり，英

2) 因子妥当性の検証
MFQ-9 の 9 項目について，探索的因子分析および確

リンガルの日本人翻訳者 1 名がそれぞれ英語から日本語

証的因子分析を行った．探索的因子分析における因子の

への順翻訳を行った．翻訳した 3 つの日本語版を突き合

抽出には最尤法を用い，固有値 1 以上を指定，プロマッ

せ，日本語表現がより適切になるように議論の上修正し，

クス回転を使用した．確証的因子分析では原版 MFQ-9

1 つに統合した．次いで英語を母国語とする翻訳者が逆

と同様に，キャリア的支援，心理社会的支援，ロールモ

翻訳を行った後，それを原著者に確認することで原版と

デル的支援の 3 因子モデルの適合度を検証した．適合度

の概念同一性を確保した．日本語版 MFQ-9 作成の手順

の基準を GFI，AGFI，CFI が 0.90 以上，RMSEA が 0.05

については，Wild ら 37) の尺度翻訳の方法を参考にした．

以下とした．
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3) 併存妥当性の検証
MFQ-9 の合計値および下位尺度ごとの合計値と，職

部長クラス（13.4%），役員クラス（10.9%）の順であった．
課長・次長以上の管理職と，係長・主任以下の非管理

務満足感，組織コミットメントとのピアソンの相関係数

職の割合は，ほぼ等しかった．企業規模は 100 名未満が
最 も 多 く（45.6%），1,000 名 以 上 （31.0%），100–999

を算出した．

4) 倫理的配慮

名 （23.4 ％） の順であった．職種は，管理・事務職

本研究は，東京大学大学院医学系研究科研究倫理委

（43.7％），技術職（23.5％），営業・サービス職（20.7％），

員会の承認を得た上で実施した（承認番号 3606）．調査

生産・運輸職（8.1％），その他（3.9％） の順で，ホワ

対象者は，インターネットリサーチ会社にモニター登録

イトカラーがほとんどであった．メンターの立場は友

する際に，調査実施に伴い得られた個人情報は利用目

人・知人（25.5％），上司（19.0％），上司以外の上位者

的の達成に必要な範囲内で取り扱うこと，調査参加は

（17.6％），同僚（14.8％），家族（11.8％），その他（11.2%）

自由意志によるものであること，調査参加に拒否した

の順だった（Table 1）．

場合においても不利益はないこと，調査データは研究目

に際しては，研究の趣旨について画面上の文書で説明し，

2. 内的整合性の検討
MFQ-9 全体の α 係数は 0.77，当該項目を除いた場合
のα係数は 0.74–0.77，I-T 相関は 0.34–0.58 の値を示して

回答データの送信をもって同意を得たことを確認した．

いた．

的以外で使用しないこと，調査対象者のプライバシーは
保護されることが説明され，同意している．調査実施

キャリア的支援のα係数は 0.76，当該項目を除いた場
III．結

果

合のα係数は 0.53–0.84 であり，項目 1「私のメンターは，
私のキャリアに対して自ら関心を寄せてくれている」を

1. 対象者の特徴

除いた時，α係数が 0.84 に上昇した．I-T 相関は 0.41–0.70

対象者の性別は，男性 49.6 ％，女性 50.6 ％，平均年

の値を示していた．

齢は，43.8 ± 8.1 歳であった．職位は一般社員が最も多
く（34.7％），課長・次長（25.5％），係長・主任（15.4％），

心理社会的支援のα係数は 0.77，当該項目を除いた場
合のα係数は 0.57–0.79 であり，項目 6「私はメンターを

Table 1. Demographic characteristics of the study participants (n=357)

n (%) or mean ± SD
Sex

Male
Female

Age

177 (49.6)
180 (50.4)
43.8 ± 8.1

Occupational status

Board member
Division head
Manager
Assistant manager
Regular employee

39 (10.9)
48 (13.4)
91 (25.5)
55 (15.4)
124 (34.7)

Corporate size

Less than 100 employees
100–999 employees
More than 1,000 employees

162 (45.6)
83 (23.4)
110 (31.0)

Type of job

Engineers
Management, Business administration
Sales, Markering
Production, Transportation
Others

84 (23.5)
156 (43.7)
74 (20.7)
29 (8.1)
14 (3.9)

Educational background

Less than college
Bachelor’s degree or higher

180 (50.4)
177 (49.6)

Social role of a mentor

Direct supervisor
Upper manager other than the direct supervisor
Peer
Family
Friends
Others

68 (19.0)
63 (17.6)
53 (14.8)
42 (11.8)
91 (25.5)
40 (11.2)
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Table 2. Item analysis of 9 items of the MFQ-9 Japanese version

Mean if item
deleted

Item-total
correlation

α if item
deleted

28.65
29.27
29.24
28.70
28.55
29.04
29.10
28.58
28.50

0.43
0.43
0.46
0.45
0.51
0.34
0.47
0.58
0.53

0.76
0.76
0.75
0.75
0.75
0.77
0.75
0.74
0.74

Mean if item
deleted

Item-total
correlation

α if item
deleted

Career support
1 My mentor takes a personal interest in my career.
2 My mentor helps me coodinate professional goals.
3 My mentor has devoted special time and consideration to my career.

6.40
7.02
6.99

0.41
0.70
0.68

0.84
0.53
0.55

Psychosocial support
4 I share personal problems with my mentor.
5 I exchange confidences with my mentor.
6 I consider my mentor to be a friend.

7.32
7.17
7.66

0.58
0.72
0.52

0.70
0.57
0.79

Role modeling
7 I try to model my behavior after my mentors.
8 I admire my mentor’s ability to motivate others.
9 I respect my mentor’s ability to teach others.

7.82
7.30
7.23

0.49
0.63
0.62

0.77
0.60
0.62

1
2
3
4
5
6
7
8
9

My mentor takes a personal interest in my career.
My mentor helps me coodinate professional goals.
My mentor has devoted special time and consideration to my career.
I share personal problems with my mentor.
I exchange confidences with my mentor.
I consider my mentor to be a friend.
I try to model my behavior after my mentors.
I admire my mentor’s ability to motivate others.
I respect my mentor’s ability to teach others.

Table 3. Item analysis of each subscale of the MFQ-9 Japanese version

友人のように思っている」を除いた時に，α係数が 0.79

た．下位尺度別では，キャリア的支援，心理社会的支援，

に上昇した．I-T 相関は 0.52–0.72 の値を示していた．

ロールモデル的支援とも職務満足感と正の相関が見られ，

ロールモデル的支援のα係数は 0.75，当該項目を除い

その値は順に 0.14，0.14，0.15 であった．組織コミット

た場合のα係数は 0.60–0.77 であり，項目 7「私はメンター

メントとの関係については，キャリア的支援とロールモ

を自分の行動の手本とするようにしている」を除いた時

デル的支援では正の相関が見られた（順に 0.17，0.14）が，

に，α係数が 0.77 に上昇した．I-T 相関は 0.49 –0.63 の値

心理社会的支援では相関が見られなかった（Table 5）．

を示していた（Table 2, 3）．
IV．考

察

3. 因子妥当性の検証
各項目の平均値は 3.18–3.95 であり，極端に平均値が

1. 日本語版 MFQ-9 および下位尺度の内的整合性

高い，あるいは低い項目はなかった．固有値が 1.0 を超

内的整合性の検討において，下位尺度別では当該項

える因子が 3 つ抽出され，その値は 3.3，1.8，1.0 であっ

目を除いた場合の α が上昇する場合もあった．しかし

た．3 因子の累積寄与率は 56.0 ％であった．3 因子間の

各下位尺度の項目数は 3 つと少なく，項目を減らすこ

相関は，因子 1 と 2 が 0.15，因子 1 と 3 は 0.46，因子 2 と

とで測定したい概念を正しく捉えられなくなる可能性

3 は 0.47 であった．確証的因子分析の結果，GFI=0.96，
AGFI=0.94，CFI=0.97，RMSEA=0.05 という値が示さ
れた（Table 4）．

があること，各下位尺度の α はいずれも 0.7 以上と十分
な値を示したことから，項目の削除は行わなかった．

MFQ-9 全体の α も 0.77 と十分な値であり，当該項目を
除いた場合でもαの上昇は見られなかった．I-T 相関につ

4. 併存妥当性の検証
日本語版 MFQ-9 は，職務満足感，組織コミットメン
トの両方と相関が見られ，その値は 0.20 および 0.17 であっ

いては，MFQ-9 全体および下位尺度のいずれも極端に
低い値を示すものは見られなかった．以上から，日本語
版 MFQ-9 の内的整合性は概ね確認されたと考えられる．
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Table 4. Means, standard deviations, and exploratory factor analysis of MFQ-9

Career support
1 My mentor takes a personal interest in my career.
2 My mentor helps me coodinate professional goals.
3 My mentor has devoted special time and consideration to my career.
Psychosocial support
4 I share personal problems with my mentor.
5 I exchange confidences with my mentor.
6 I consider my mentor to be a friend.
Role modeling
7 I try to model my behavior after my mentors.
8 I admire my mentor’s ability to motivate others.
9 I respect my mentor’s ability to teach others.

Mean

SD

factor 1

factor 2

factor 3

3.80
3.18
3.22

0.93
1.20
1.20

0.10
–0.07
0.02

0.36
0.87
0.85

0.18
0.01
–0.02

3.75
3.90
3.41

1.12
1.00
1.23

0.68
0.97
0.56

0.05
0.00
–0.06

0.01
–0.04
0.06

3.95
3.36
3.87

0.87
1.01
0.87

0.06
–0.03
0.01

0.09
–0.07
0.06

0.47
0.91
0.70

3.3
28.6
28.6

1.8
19.7
48.3

Eigen value
Variance explained(%)
Cumulative variance explained(%)

1.0
7.7
56.0

1) Maximum likelihood method and variance rotation were used to obtain factor structures.

Table 5. Pearson’s correlation coefficients of MFQ-9 and its subscales with Job Satisfation

and Organizational Commitment

MFQ-9
Job satisfaction
Oraganizational commitment

0.20***
0.17**

Career
support
0.14**
0.17**

Psychosocial
support
0.14**
0.07

Role
modeling
0.15**
0.14**

**p<0.01, ***p<0.001.

2. 日本語版 MFQ-9 および下位尺度の因子妥当性
探索的因子分析の結果，原版の MFQ-9 と同様に 3 因

て再度分析をした際には十分な値を示したことが報告
されている 27)．日本語版 MFQ-9 も，本研究で因子負荷

子が抽出された．また，各因子には原版と同じ項目が

量の低かった項目 1，6，7 が他の対象者で検討した際に

含まれた．因子負荷量については，「1. 私のメンター

十分な値を示すのかどうか，今後検討が必要である．

は，私のキャリアに対して自ら関心を寄せてくれてい
る（0.36）」，「6. 私はメンターを友人のように思っている
（0.56）」，「7. 私はメンターを自分の行動の手本とするよ
うにしている（0.47）」の 3 項目が低かった．キャリア的

確証的因子分析では 3 因子モデルで良好な適合度が得
られた．以上より，今後の検討課題は残されたものの，
日本語版 MFQ-9 の因子的妥当性は概ね確認されたと考
えられる．

支援に含まれる 3 項目のうち，項目 1 はメンターがメン
メンティの認識を尋ねる内容となっているが，項目 2，3

3. 日本語版 MFQ-9 および下位尺度の併存妥当性
日本語版 MFQ-9 および下位尺度について，職務満足

はメンターの具体的な行動について尋ねている．同様に，

感および組織コミットメントとの関連を検討したところ，

心理社会的支援に関する 3 項目のうち，項目 6 は認識を，

心理社会的支援と組織コミットメントとの間を除き，想

項目 4，5 は行動を尋ねている．さらに，ロールモデル

定した通り，有意な正の関連性が認められ，全体とし

的支援に関する 3 項目のうち，項目 7 は行動について，

ては MFQ-9 の一定の併存妥当性が確認された．

ティのキャリアにどのくらい関心を持っていると思うか，

項目 8，9 は認識を尋ねている．このように，質問内容

心理社会的支援と組織コミットメントについては，原

の性格の違いから項目 1，6，7 の因子負荷量が低くなっ

版 MFQ-9 の妥当性検討 27) と同様に有意な関連性が認め

たと推察される．

られなかった．本研究の対象者の約半数が勤務先以外の

また，対象者による影響も考えられる．原版 MFQ-9

人をメンターとしていたが，仕事以外の関係の人から得

の信頼性・妥当性の検討では，「2. 私のメンターは，私

られる情報や支援も，自分は要求された仕事をこなす

の職業上の様々な目標を取りまとめる手助けをしてくれ

ことができる，組織にとって自分は価値があるという感

る」や，「7. 私はメンターを自分の行動の手本とするよう

覚を生み出し，それが組織コミットメントと関連するこ

にしている」の因子負荷量が低かったが，対象者を変え

とが先行研究で示されている 42, 43)．よって，組織外メ
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ンターが多いことが心理社会的支援と組織コミットメン

ンティにとってより受け入れやすく，同じ量のロールモ

トとの関連性が示されない理由とは考えにくい．これ

デル的支援を受けた時，台湾のメンティの方が高い評

については対象を変え，今後さらなる検討を重ねる必

価をすると説明されている 33)．これらを鑑みると，日

要がある．

本で MFQ-9 を用いて支援量を検討する際にも，日本の
文化的背景を考慮して結果を解釈する必要がある．ま

4. 限界と課題
第一に，日本語版 MFQ-9 は，信頼性・妥当性が概ね
確認されたものの，特定の項目については当該項目削

た，日本人にとってのメンタリング概念を捉えるために

cognitive interview を行い，項目の内容的妥当性を高め
ることも望まれる．

除時のαが上昇し，探索的因子分析を行った際の因子負

以上のような課題を残してはいるが，本研究では日

荷量が低かったことから，因子構造の検討をさらに行う

本語版 MFQ-9 についての一定の信頼性・妥当性を示す

必要がある．原版 MFQ-9 の信頼性・妥当性を検討した

ことができた．

研究では，企業労働者を対象とした場合と，会計士を
対象とした場合では，因子負荷量の値に違いが見られ
たことが報告されている 27)．本研究の対象者は，一般
企業に勤務し，事務・技術・営業・サービスなどの職
種に従事する者が多く，公的機関に勤務する労働者や，
教育・医療などの専門職は含まれない．今後，対象者
を変えて，さらなる検討が望まれる．また，本研究に
おいては，テスト・再テスト信頼性を検討していない
ため，再現性を備えているかの検討が必要である．さ
らに，今回は併存的妥当性の検討に留まったことから，
他の種類の妥当性の検討も行っていく必要がある．
第二に，本研究の日本語版 MFQ-9 の作成にあたっ
て， 質問 項目 の内 容的 妥 当性 を 目 的 と した cognitive

interview を行っていない．例えばメンタリングの 3 つの
下位概念のうち，キャリア的支援や心理社会的支援は，
メンターが積極的に行動を起こす支援であるのに対し，
ロールモデル的支援はメンティがメンターをお手本にし
て起こす行動である 44)．欧米に比べてメンタリングと
いう概念がまだ新しい日本においては，メンターの積極
的な行動が必要なキャリア的支援，心理社会的支援より
も，ロールモデル的支援のほうが，より身近なものであ
る可能性がある．
文化の違いとメンタリングの受け止めについて，Hu
らは米国の労働者と台湾の労働者を対象に，異文化に
おける MFQ-9 の不変性を検討した 33)．その結果，個人
主義の米国では，キャリアは自分で考えるものとされて
いるのが，父権主義の強い台湾では，上位者は下位者
のキャリアを一緒に考える責任があるとされているため，
同じ量のキャリア的支援を受けた時，米国ではそれが特
別のこととして受け止められ，高い評価となることが
報告されている 33)．また，米国では上位者は下位者に
とって比較的身近な存在であるのに対し，台湾では上位
者に対する尊敬が重視されているため，下位者は上位
者と直接関わることに抵抗を感じる傾向がある．よって，
メンターと積極的に関わるキャリア的支援や心理社会的
支援よりも，メンターの行動や態度をメンティが模倣す
るという受動的なロールモデル的支援の方が，台湾のメ
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榊原（関）ほか：日本語版 MFQ-9の信頼性・妥当性の検討

Appendix. MFQ-9日本語版
キャリア的支援
1. 私のメンターは，私のキャリアに対して自ら関心を寄せてくれている
2. 私のメンターは，私の職業上の様々な目標を取りまとめる手助けをしてくれる
3. 私のメンターは，私のキャリアのために特別に時間を割き，配慮を与えてくれた

心理社会的支援
4. 私は自分の個人的な問題を，私のメンターに相談している
5. 私はメンターと打ち明け話をする
6. 私はメンターを友人のように思っている

ロールモデル的支援
7. 私はメンターを自分の行動の手本とするようにしている
8. 私はメンターの人をやる気にさせる能力をすばらしいと思っている
9. 私はメンターの人に教える能力を尊敬している
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Reliability and Validity of the Japanese Version of the Mentoring Functions
Questionnaire 9-item Version
Keiko Seki Sakakibara1, Hirono Ishikawa1 and Takahiro Kiuchi1
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Abstract: Purpose: Mentoring is defined as a supporting behavior whereby a knowledgeable and experienced person (mentor)
supports an inexperienced person (mentee) in order to develop his/her career and psychosocial aspects. Empirical studies on
mentoring in the U.S. and Europe have shown that a high level of mentoring support is associated with greater career success
among mentored individuals, such as job satisfaction and organizational commitment, better mental health as well as work life
conflict. We translated a 9-item version of Mentoring Functions Questionnaire (MFQ-9, Castro et al. 2004), one of the most
frequently used mentoring measures, and examined the internal consistency, reliability, and factor-based and concurrent validities of this measure. Method: In January 2012, we conducted a web survey of internet survey monitors working as employees
of private companies and analyzed the data of 357 respondents without missing answers. The questionnaire included the
Japanese MFQ-9, job satisfaction, and organizational commitment as well as demographic variables. Results: Cronbach alpha
coefficients of MFQ-9 and its three subscales were all above 0.7 (0.75–0.77). The hypothesized three factors (career support,
psychosocial support, and role modeling) were extracted by factor analysis. In the confirmatory factor analysis, assuming that
there were three factors, fit indices were 0.96, 0.94, 0.97, and 0.05 for GFI, AGFI, CFI, and RMSEA respectively. Concurrent
validity was supported by expected correlations of MFQ-9 with job satisfaction (r=0.20, p<0.01) and organizational commitment (r=0.17, p<0.01). As for subscales, career support and role modeling correlated with job satisfaction (r=0.14 and 0.15,
respectively; both p<0.01) and commitment (r=0.17 and 0.14, respectively; both p<0.01), while psychosocial support was correlated only with job satisfaction (r=0.14, p<0.01). Conclusions: While issues such as the relationship between psychosocial
support with organizational commitment will be a topic for further research, this study has shown that the Japanese version of
MFQ-9 has an acceptable level of reliability and validity.
(San Ei Shi 2013; 55: 125–134)

