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Ⅰ　はじめに

1990 年代のバブル崩壊後の不況下における日本企業では、それまで職能資格制度が主

流であったのに対し、「成果主義」という言葉が処遇・評価制度の改革でのキーワードと

なった。年功的に運用されがちな職能資格制度では従業員のやる気を引き出す仕組みに

なっていない、人件費が高騰するといった課題があり、成果主義はそれらを克服する魅

力があったからである。それだけでなく、佐藤・守島（2006）は、技術進歩やコーポレー

ト・ガバナンスの変化も成果主義を招き寄せた環境要因として挙げる。

成果主義が導入され始めて 10 年余りを経て、成功企業ばかりとは言えない中で、その

導入推進に否定的な意見も当然ある。例えば高橋（2004）は、金銭的報酬のために仕事

をするようになってしまった以上、金銭的報酬が与えられなくなると、満足も得られなく

なり、仕事をする気もまたしなくなるというクラウディング効果 1 が生じているとしてい

る。ただし、成果主義において改善の余地はあるとし、完全なる否定とまではいかない。

そこで本稿では、組織が持続的成長を図るために新たな賃金や評価の制度のあり方を考

えるうえでの基盤整備としての方策を考えていきたい。以下、Ⅱで成果主義についての先

行研究を行った上で、Ⅲにて本研究における問題提起を行う。Ⅳでは問題提起における仮

説検証のための用いるデータの説明を行った上で、Ⅴで分析結果を示している。Ⅵでは定

性調査として、成果主義を導入している企業にインタビュー調査を行った結果をまとめ、

Ⅶでは定量・定性調査をふまえた考察、Ⅷで結論として最後のまとめとしている。

成果主義を成功させるために

その必要条件をさぐる
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1  心理学における外発的報酬と内発的動機づけの関係についての理論に基づく考え方。詳しくは Frey, 
B. S. （1997）を参考。
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Ⅱ　先行研究

1．成果主義の特徴と問題点

1980 年代の「能力主義」の賃金制度から 1990 年代後半以降の「成果主義」の賃金制度

への変化について、佐藤・守島（2006）は賃金制度を表現するキーコンセプトが職務遂行

能力から役割へと変化した等 4 点に要約している。

実際、上場企業の 8 割強で成果主義が導入されている（日本能率協会による上場企業等

1,300 社以上を対象にした「成果主義に関する調査（2005 年）」による）。その動きは、大

企業のみならず、中堅・中小企業にも波及している。このように多くの企業で成果主義が

導入されているものの、いくつかの問題点が生じている。 社会経済性生産本部の調査「日

本的人事制度の変容に関する調査結果（2006 年）」によると、「現場の評価者の評価能力

はほとんどバラツキがなく、ほぼ適正な評価ができているか」については、成果主義導入

企業の半数が否定的な見解を示し、「評価は OJT や研修などに連動して人材育成や能力開

発に十分生かされているか」「自分の評価について意見や苦情を申し出やすい組織風土に

なっているか」との設問では、「当てはまらない」「どちらかというと当てはまらない」で

過半数を占める。これらのことから、企業の思惑と異なって従業員は成果主義の導入に否

定的であり、その従業員の意欲を上げることが問題となっていることが伺える。

2．人材マネジメントの基本サイクルと内部労働市場

守島（2006a）は、成果主義を導入しても、次の 3 つの構造的な要因が成果主義導入の

効果を生じにくくしていると述べる。①納得性の欠如、②「前工程」の軽視、③現場への

支援不足である。第一の納得性の欠如とは、従業員が成果主義の導入の必要性を納得して

いないということであり、それに対しては、評価基準や評価方法についての情報開示を行

い十分説明するとともに、目標管理制度の整備・強化といった対策を講じる必要がある。

第二については、守島は成果主義による改革を前工程と後工程に分けて説明する（図 1）。

前工程とは人材が成果を出すまでのプロセスであり、能力（人材育成）や、人材配置と

いった総合的な成果主義のために必要な改革で、後工程とは出た成果を評価し、処遇に結

びつける段階の改革である。両者があって初めて成果主義導入が成功するのに、現状では

多くの企業で「前工程」が軽視され「後工程」だけの改革で終わっているという。第三に

ついては、成果主義運用にあたっては現場マネージャーへの支援が必要であると指摘して

いる。

さらに、守島（2006b）は、いくつかのパターン分析を行い、成果主義を推し進める中

で長期雇用の保証をなくすこと（「成果主義＋長期雇用なし」）は、働く人への心理的影響

がより大きく、働く意欲や職場で共同する雰囲気を下げてしまう可能性があると示唆す
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る。

前工程＝総合的な成果主義
のために必要な改革

「成果主義」の全体像

後工程＝これまでの
成果主義改革

能力
（人材育成）

チャンス
（配置）

成果
（評価） 処遇

モチベーション

図 1　人材マネジメントの基本サイクル

 出所：守島（2006a）、p. 151

3．条件整備と働く意欲

成果主義と従業員の心理的側面の関係を見たものとして他に玄田・神林・篠崎（1999）

がある。すなわち、成果主義的な賃金制度や人事制度を単に導入しても、仕事に関する

「分担の明確化」、「裁量範囲の増加」、「成果の厳格化」、「能力開発の機会増加」といった

機能条件が整備されない限りは、働く意欲の向上をもたらす可能性が減退すると述べる。

玄田（2006）は、成果主義は仕事に対して給与を払う仕組みであるがゆえに、成果主義が

うまくいくか否かは「仕事」という概念を新しく明確にできるか否かにかかっており、そ

の際、目標設定の仕方や結果だけでなく、仕事が行われる過程で、どれだけ、どのような

責任や自由がその仕事に対して与えられるかを明確にする方が大事になると述べる。

Ⅲ　問題提起

1．問題提起

以上の先行研究から本研究における問題提起を行いたい。

守島（2006a,b）や玄田・神林・篠崎（1999）（2001）らの先行研究から、成果主義の導

入は、従業員の働く意欲（モチベーション）を上げて企業の持続的成長につなげられるか

否かが成否の分かれ目となり、そのためには目に見える賃金などの制度改革だけではな

く、人材育成型の成果主義人事制度を導入することがキーポイントになると考えられる。

この点について、労働政策研究・研修機構（2005）は、全国の企業 10,000 社とその従

業員 100,000 人を対象にした調査を基に、成果主義と満足度との関係を分析したが、明ら
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かな関係を見出すことはできなかった。それはなぜだろうか。果たして満足度向上に成果

主義は寄与するのだろうか。

2．仮説のまとめ

本稿で検証したい仮説をまとめると次の 2 点である。

仮説 1：労働政策研究・研修機構（2005）の分析によれば、成果主義と満足度との関係は

不明瞭であるが、それはなぜか。守島のフレームワークを用いれば、成果主義の後工程の

評価と処遇に関する諸制度のみならず、前工程の人材育成と配置に関する諸制度の満足度

が高くなれば、働く意欲も高くなるという仮説が成り立つ。まずこの点について、同じ

データを用いて検証する。

仮説 2：満足度を既定する要因として、守島や玄田・神林・篠崎が指摘するフレームだけ

で、従業員の満足度および働く意欲は高くなるのだろうか。成果主義的人事制度以外の要

因を勘案し、守島や玄田らが指摘するフレーム以外の要因も満足度および働く意欲に関係

しているという仮説を上記のデータを用いて検証する。

Ⅳ　用いるデータと分析の視点

1．データの概要

仮説を検証するために用いたデータは、労働政策研究・研修機構（以下、JILPT）によ

る「労働者の働く意欲と雇用管理のあり方に関する調査」の個票データである。

調査対象は 2004 年 1 月に実施されたもので、有効回収数は、企業 1,066 社で従業員

7,828 人である。本研究では、調査対象企業から成果主義を導入している企業のみを抽出

し、さらに従業員の中でも正社員に限定して分析を行う。その結果、サンプル数は 2,804

である。

2．分析の視点

分析は次の視点から行う。

（1）仕事状況および各種人事制度に対する満足度と働く意欲との関係

①仕事状況および各種人事制度に対する満足度に関する設問について、因子分析によっ

ていくつかの因子を取り出す。ここで、守島のフレームワークの前工程・後工程に相

当する因子があるかどうか、またそれ以外の因子は何かを確認する。

②①で抽出された因子を説明変数に、働く意欲を従属変数にして回帰分析をする。ここ

では、働く意欲に影響を与える因子が何であるか（守島の前工程・後工程か、あるい
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はそれ以外の因子か）を確認する。

（2）仕事や働くことに対する考え方と重視する各種人事制度との関係

成果主義を導入している企業においても、従業員は仕事や働くことに対する考え方は

様々であると考えられる。各種人事制度は（1）で守島の前工程・後工程、それ以外の因

子に該当するかが確認されるが、仕事や働くことに対する考え方の違いによってどのよう

な各種人事制度を重視するのかを明らかにする。

（3）就業継続意思

①就業継続意思と働く意欲、現在の仕事についての考え方との関係

就業継続意思とは、「今後も現在の就業形態を続けていきたいと思うか」と問うもの

で、希望する就業形態を尋ねるとともに離職性向も問うている。そこで、働く意欲と就業

継続意思との関係を一元配置分散分析でみる。働く意欲が高いほど就業継続意思が高いと

考えられるが、それが確認されれば、働く意欲を高めると企業に定着させることができる

ことになる。

さらに、現在の仕事について感じている設問を因子分析によっていくつかの因子を抽出

する。抽出した因子と就業継続意思の関係を一元配置分散分析でみる。

②就業継続意思と各種人事制度導入状況との関係

各種人事制度の導入状況と就業継続意思との関係をみる。制度の導入状況では（1）に

て確認された因子に関わる人事制度に焦点をあてて、制度が導入されていることが、就業

継続意思と関係があるのかを確認していく。

人事制度で重視するもの

考え方

分析の視点（2）

分析の視点（1）①②
分析の視点（3）①

分析の視点（3）②

人事制度に対する満足度

現在の仕事（職務満足）

各種人事制度の導入状況

働く意欲 定着（就業継続意思）

　　【分析の作業手順】
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Ⅴ　分析結果

1．仕事状況および各種人事制度に対する満足度と働く意欲との関係

本節では、現在の仕事状況および各種人事制度に対する満足度と働く意欲の関係を回帰

分析でみていく。

まず因子分析の結果、4 つの因子が抽出され、因子名を次のように名称づけた。①「処

遇と研修機会」、②「雇用の安定性」、③「ワークライフバランス」、④「仕事そのもの」の

4 因子を抽出した。次に説明変数をこれら 4 つの因子とし、従属変数に「意欲の変化」2

とした場合の回帰分析を行った結果は表 1 の通りである。4 つの因子すべて 1% 水準で統

計的に有意な結果となった。ここでは、標準化係数がマイナスに大きいほど満足している

ことを指す。ここでは満足度の因子が守島のフレームワークに関連していることが示唆さ

れた。

表 1　因子ごとの満足度と働く意欲の回帰分析

非標準化係数 標準化係数

B ベータ t 有意確率

（定数） 3.387 140.142 0.000

処遇と研修機会 -0.272 0.179 -9.664 0.000

雇用の安定性 -0.314 0.216 -11.727 0.000

ワークライフバランス -0.110 0.068 -3.662 0.000

仕事そのもの -0.336 0.212 -11.388 0.000

R2=0.153

分散分析の有意確率 =0.00

2  意欲に関する質問は、「3 年前に比べてどのように変化しましたか」という内容で調査した結果を指
す。
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そして新たに、「雇用の安定性」や「ワークライフバランス」といった項目が働く意欲

に関係することが分かった。これは仮説 2 の満足度を既定する要因として、守島や玄田ら

のフレームワーク以外の要因が満足度および働く意欲に関係しているという点を検証する

ものと考えられる。「雇用の安定性」では、従業員が生活の不安を感じることなく仕事に

打ち込めるような環境が、成果主義導入企業でも必要とされると考えられる。 企業側と従

業員側の客観的な雇用契約の内容だけでなく、心理的な契約 3 に違反されることで、不安

を感じ、企業に対するコミットメントと意欲の低下を引き起こしてしまうからである。

「ワークライフバランス」では、柔軟な勤務形態の実現といったワークライフバランス

の確保が有効だと考えられる。注目したいことはそれらが女性だけでなく、男性、その中

でも特に若年層にも共通の考えとなってきていることである。

2．仕事や働くことに対する考え方と重視する各種人事制度との関係

前節では、仮説 1・仮説 2 について、データを用いて企業の制度に対する満足度と働く

意欲の関係を検証した。本節では、仕事や働くことに対する考え方によってどのような人

事制度を重視するかをみていく。

設問から、一体どういう働き方のタイプが存在しているかを知るために、これらの設問

について因子分析を行った。その結果、主に 5 つの因子に分かれた（表 2）ので、それぞ

れに次の因子名を付した。①「ワークライフバランス重視」、②「長期雇用重視」、③「成

果主義重視」、④「やりがい重視」、⑤「生活手段（仕事はあくまで生活の手段）」。

以上の 5 因子に分かれた「重視する働き方」と「仕事をする上で重視する人事制度」と

の相関関係を見たところ、例えば④やりがい重視タイプでは、仕事の量よりも仕事の内容

や個人の仕事の裁量、自分に対する評価・処遇を重視し、休日・休暇を重視しないという

結果となった。しかし、これらはどれか一つにあてはまるのではなく、①と③といった様

にいくつか重なっている場合もある。

これまでの分析から明らかなことは、成果主義を導入している企業においても、従業員

の考え方は多様であり、そうした多様な従業員に対して単純に成果主義における施策を全

社一律に導入しても成功することはまずないということである。

3  心理的契約とは、文書で交わされる法律的契約ではないが、長期的な期待を双方ともに抱いているた
めに、簡単には反故にできない約束のことをいう。 詳しくは、金井・高橋・守島（2003）、9 節参照。
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表 2　働き方の思考による因子分析

因子名

ワークライフバランス 長期雇用 成果主義 やりがい 生活手段

ライフステージに合わせて働き方を選ぶべきだ 0.714 -0.047 0.115 0.131 0.132

生活に合った働き方ができるようになるべきである 0.684 0.013 -0.043 0.088 0.281

仕事のために家庭生活が犠牲になることもやむをえない -0.466 0.153 0.096 0.033 0.01

育児や介護等で休暇を取得することは当然である 0.448 -0.065 0.052 0.011 -0.005

同じ会社で一生働きたい -0.256 0.739 0.002 -0.057 -0.084

長期雇用制度を維持するべきだ -0.028 0.718 -0.119 -0.041 -0.043

年功型賃金を縮小する方向で見直すべきだ 0.021 -0.055 0.734 0.008 -0.067

もっと成果を重視した処遇にするべきだ 0.057 -0.084 0.503 0.156 -0.078

特定の人材を幹部候補生として早期に選抜・育成すべき -0.044 0.021 0.318 0.144 -0.01

困難を伴っても自分がやりたい仕事がしたい 0.052 -0.075 0.191 0.668 -0.095

自分の専門的知識・技能の発揮できる仕事をしたい 0.098 -0.017 0.168 0.574 -0.149

仕事は単にお金を稼ぐ手段にすぎない 0.09 -0.053 -0.08 -0.163 0.635

働かなくて暮らせるのならば定職につきたくない 0.116 -0.046 -0.062 -0.051 0.599

因子抽出法：主因子法
回転法：Ｋａｉｓｅｒの正規化を伴うバリマックス法

3．就業継続意思

（1）就業継続意思と働く意欲、現在の仕事についての考え方との関係

近年成果主義の導入で短期志向が強いといわれている反面、企業側としては有能な人材

を長期雇用したいという志向が依然強いという傾向がある（内閣府 2007）。そこで、ここ

では、従業員に対する調査で別の会社に行きたいか、また、現在の会社で現在の就業形態

（正社員なら同じ正社員）を続けたいか等といった就業継続意思における設問に焦点をあ

てて検証していきたい。就業継続意思と働く意欲との関係が確認されれば、働く意欲を高

めることが企業に定着させることができると考えるため、二者の関係を一元配置分散分析

でみた（図 2）。 結果から分かる様に、働く意欲を高めることと企業への定着とに関係が

あることがわかった。

また、現在の仕事について感じている内容の設問について因子分析を行った。内容は

「仕事を通じて達成感を味わうことができる」、「仕事を通じて自分が成長していると感じ

る」、「職場で必要とされていると感じる」、「私の仕事は会社や部門の業績に貢献してい

る」、「私の仕事は顧客や社会に役に立っている」、「自分の能力を十分発揮して働けてい
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る」というものである。因子を抽出した結果 4 １つの因子となり、「職務満足」5 という因

子名を付した。就業継続意思と職務満足との関係を一元配置分散分析でみたところ、職務

満足度が高い人は、就業継続意思が高いことが分かった。

（2）就業継続意思と各種制度の導入状況との関係

就業継続意思と制度の導入状況との関連をみるために、一元配置分散分析結果により確

認した。前節で抽出された処遇と研修機会、雇用の安定性、ワークライフバランス、仕事

そのものの 4 つの因子と、各種制度と就業形態との関係をみていく。ただし、雇用の安定

性は制度として存在していないため、ここでは省く。また、仕事そのものでは、職務満足

でみていくとする。

別の会社で
他の就業形
態に変わり
たい

別の会社で
現在の就業
形態を続け
たい

現在の会社
で他の就業
形態に変わ
りたい

現在の会社
で現在の就
業形態を続
けたい

独立して
事業をや
りたい

仕事は
すっかり
やめたい

その他

就業形態について

分散分析
平方和 自由度 平均平方 値 有意確率

　 年前と比べた働く意欲の変化 グループ間
グループ内
合計

３
年
前
と
比
べ
た
働
く
意
欲
の
変
化
の
平
均
値

図 2　一元配置分散分析による就業形態別の働く意欲

4  因子法は主因子法で、バリマックス回転による。
5  ロビンス（2006）によれば、職務満足とは、自分の職務に対する全体的な態度をさし、職務満足度が

高い人はその職務に対して積極的な態度をとる。本稿では、因子分析の結果、ロビンスのいう職務満足
の意味と似ているため、「職務満足」と因子名を名付け使用する。
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結果は、人材育成面で計画的な OJT や OFF-JT 制度、資格取得の支援、自己啓発の支

援、外部教育訓練に関する情報提供が導入されて利用されていることと、就業継続意思と

の関連がみられる。企業は人材育成にはコストがかかるものの、従業員の継続（定着）と

いうベネフィットがえられることを示している。

配置面の制度を利用して、社内公募制度や自己申告制度が、特に自己申告制度が顕著で

ある。社内公募制度や自己申告制度は、社員の自主性を引き出すとともに、潜在能力を発

揮させる手段である。従業員が、こうした主体的な行動をとることが可能になることによ

り、自らのキャリアの納得感は高まり、組織は活性化していく。

評価・処遇において、まず配置・処遇に関する苦情相談制度の設置は、納得性・公平性

のために必要な制度であることがわかる。また、様々な考え方の従業員がいても、やはり

成果を金銭に結びつける手段として有効だといえる。

働きやすさとしては、介護や育児休暇など仕事と生活のバランスを保つうえでの、変形

労働時間制といった制度を取り入れ、柔軟な対応を整える必要があることがいえるだろ

う。

Ⅵ　インタビュー結果

次に、定性的調査として、成果主義を導入している企業に、成果主義人事制度はどのよ

うに運用されているのか、社員はどのように感じているのか、問題点としてどのようなこ

とがあげられるのかといった、実態を把握するため製薬会社 X 社に聞き取り調査を行っ

た。

X 社では、目標管理制度（MBO）を導入し、目標設定だけでなく長期をみすえた研修

計画ももりこまれた内容となっている。また、フィードバックを随時行い、上司と綿密に

話合うことで、双方が合意することを前提としている。後工程の成果では納得性が重要な

要素であることから、この点でうまく機能している企業であるといえる。

最後に課題としてあげられたのは、MBO はハードウェア的なものでそこにエレメント

が入るゆえに、ハードウェアだけでモチベーションにつながるのは困難であるということ

である。運用する考課者や人事部門がいかに制度を理解し、パフォーマンスを評価するか

といった十分な底上げをするための人の要素が強いといえる。また大幅な人事改革により

現在ではキャリア（中途）採用者が多くを占める企業であるため、金銭的報酬が大きな要

素であった。
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項目 質問内容

現在の人事制度について

御社における成果主義とはどういうものであるか？　それによっていい点悪い点はあるか？

人事の基本的な方針や戦略について

成果主義は現場のマネージャーがリーダー的役割を担えるものとなっているか？

人材育成・能力開発
人材育成・能力開発が重視されているか？

成果だけでなくポテンシャル（潜在能力）の評価をしているか？

人材配置
社内公募制度や自己申告制度の活用はされているか？

人材の育成（従業員の成長、キャリア開発）という観点からの人材配置が行われているか？

評価と処遇
評価方法について教えてください。

ＭＢＯのいい点と悪い点を教えてください。

納得感と公平感について

評価と処遇について従業員は納得感や公平感を感じているか

評価や処遇における情報公開はされているか？　もしあれば具体的な運用をお聞かせください。

考課者訓練や非考課者訓練はおこなわれているか？

職場の雰囲気

職場の雰囲気に影響があるかどうか

職場で若手層の育成に手が回らなくなったと考えられるか

職場での協力し合える府に気が低下すると考えるか？　またそれはマイナスとして働くか

従業員の意欲 従業員の意欲向上に効果があったかどうか

Ⅶ　考察

以上の分析結果をまとめると、第一に人材育成・配置（前工程）、評価・処遇（後工

程）、仕事そのものに関する諸制度の満足度が意欲と結びつくことがわかった。これは仮

説 1 を検証するためのものであった。

第二に満足度を規定する要因として、守島や玄田らが指摘するフレーム以外の要因とし

て、従業員の満足度および働く意欲が上がるためには、新たに雇用の安定性やワークライ

フバランスといった働きやすさの機会の提供が、意欲に結びつくことがわかった。これは

仮説 2 を検証するためのものであった。また、従業員全体の一般化以外に、思考タイプに

分けて、何が働く意欲に結びつくかの相関をみた結果、それぞれ違うことがわかった。

第三に働く意欲と就業継続意思の関係をみたときに、働く意欲が高ければそのまま同じ

会社で働き続けたいという結果がでた。また、働く意欲を高めることが離職性向を低下さ

せるのに関連するばかりでなく、職務満足をもたせることが、人材の定着化に寄与するこ
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とがわかった。これらのことより、特に女性において、職務満足変数の項目として成り

立っている達成感や成長感等をもたせる仕事、人材育成、配置、評価・処遇が必要となる

ことが考えられる。女性については、ワークライフバランスが確保される環境が整ってい

ない場合が多く、また処遇・研修も男性ほどに実施されていないために、両方に満足して

いない可能性が考えられる。それゆえ、制度を個別にみるのではなく、総合的な視点で取

り組む必要があるだろう。

第四に就業継続意思との関係において制度の導入の有無でどのような違いがあるかをみ

たところ、前工程・後工程で分けられた成果主義に関する各種制度のほか、働きやすさを

提供するような制度を導入している方が、従業員の継続意思につながることがわかった。

第五に、成果主義を批判する文献では冒頭で述べたように、賃金制度における金銭的報

酬について書かれたものがあるが、実際には従業員は賃金制度をより業績反映することで

満足する結果となっていた。

そして、インタビュー結果としては、制度のみが重要なのではなく、評価する上司の資

質について公平化することが重要であり、特に中途採用者の多い X 企業にとっては、報

酬といった金銭的報酬の仕組みを整える必要があることがわかった。

分析の視点を追ってみると、それぞれの人の考え方によって人事制度で重視するものが

違い、それに対応するためには、会社としては人事制度を充実させ、従業員が利用できる

環境を整えることが必要である。守島フレームにあてはめるとすれば、成果主義人事制度

において、前工程＋工程も必要ながら、今回の検証結果で雇用の安定性やワークライフバ

ランスも働く意欲に関係することがわかった。

Ⅷ　結論（まとめ）

成果主義の今後の必要条件として、先行研究の内容とともに意欲に結びつくものをさぐ

るため、本研究を行った。問題提起としては、成果主義制度における人事制度の満足度と

意欲との関係には、前工程・後工程や仕事そのもの（仕事の内容・仕事の量・個人の仕事

の裁量）といった働き甲斐以外の要因も必要とされているのではないかということで、検

証を行った。

成果主義について、処遇や研修機会、仕事そのものや雇用の安定性やワークライフバラ

ンスといった新たな「働きやすさ」という概念が必要なことがわかった。そして、従業員

には様々なタイプがおり、重要視する人事制度が異なることが確認できた。

会社としてはいくつかの施策を含んだ総合的な人事改革として考えなければならない

他、補完的な制度を入れるだけでなく、個々の要望にできるだけ対応した人事改革が必要

である。全社一律に制度を導入したところで人事制度の導入がうまくいくとはいえず、き



205成果主義を成功させるために

め細かな対応が必要となる。人事管理にまつわることは、働く人の心理的影響に関わるこ

とであるゆえにその面からの配慮がないことには、企業の活性化を阻害する要因となる。 

企業全体の目標が達成され、従業員が企業成長に向けて同じベクトルに向かうことで、成

果主義の効果としてよい結果が生まれると考えられる。

今後の課題として、従業員のタイプを、性別や年代といった区分以外で似ている対象を

分類する手法を用い、働く意欲を高める要因ごとの重要度合いを、さらに掘り下げて検証

していきたい。
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