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1. いま求められる賃金改革 

 

1-1．定期昇給の代案がない 

日本型の賃金制度が転機を迎えています。日本企業において主流である、年功序列的であるといわれる賃金

制度は、第 2 次世界大戦中に誕生して高度経済成長時代に広く普及しました。日本型賃金制度は高い経済成

長と人口の増加を前提として設計されていますが、これを、ときに経済がマイナス成長することすらあり、

人口が減っている今の時代に維持しようと考えることには無理があります。 

 

国際的にみても、仕事の内容ではなく年齢や勤続年数、家族構成など、個人としての属性を基準として賃金

を決める日本の制度は特殊で、存続の可能性が問われています。 

 

それではどのような賃金制度が時代の要請にかなうのでしょうか。 

 

近年、大企業を中心に賃金を上げる動きが盛んですが、これは政府の要請を受けたものであり、必ずしも企

業自身の意思によるものではありません。経団連は 2012 年の春闘まで、定期昇給の凍結に言及していまし

た。 

 

たしかに現在の賃金カーブ（新卒で入社して標準的に昇給・昇進すれば、各年齢でこの賃金になるというグ

ラフ）を今後も維持することは難しいでしょう。 

 

話を単純化するために「賃金＝年齢×1 万円」という完全な年功序列給の会社を想定すると、その会社の「従

業員平均賃金＝従業員平均年齢×1 万円」です。人件費は従業員の平均年齢に比例します。平均年齢が上が

ってきている現状で、しかも労働生産性が伸びないかなで、雇用を維持するために定期昇給を凍結したくな

る、経営者の気持ちは理解できます。 

 

しかし定期昇給は、成績に応じて昇給額に差をつることによって、個人の賃金を企業への貢献度に応じた水

準に収斂させてゆく、現状ではほぼ唯一の仕組みです。これを廃止したあとでどういう賃金決定方式をとる

のかということについては、ほとんど議論されていません。 

 

また、いままで定期昇給が行われてきて、従業員の間に賃金格差がある状態で、いきなり定期昇給を廃止す

るとなると、現在の賃金格差が定年まで引き継がれることになります。やはり単純化すると、いま 25 歳の人

は定年まで賃金が 25 万円のまま、35 歳の人は 35 万円のままということになります。そのような制度を社員

が受け入れるはずがなく、一度賃金を新たに決め直す必要があります。 

 

要するに、定期昇給を廃止するにしても、その手法や代案がまったく議論されていません。 

（参考文献） 

金子良事「日本の賃金を歴史から考える」（旬報社、2013 年） 

八代尚宏「労働市場改革の経済学」（東洋経済新報社、2009 年） 

 

1-2．非正規への置き換えには限度がある 

格差社会と言われるようになって久しいですが、実際に起きていることは格差の拡大ではなく低所得者の増

加です。格差社会というと、高所得者が増える一方で低所得者が増えることを想像しますが、世帯年収１千

万円以上の世帯は減っています。その一方で 250 万円以上の層が増えています。高所得者の減少以上のペー
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スで低所得者が増えており、結果として格差が拡大している状況です。 

  

低所得層増加の原因は、いうまでもなく労働者の非正規化です。男性非正規労働者の比率は、1990 年には

8.7％であったものが、2016 年には 22.1％になっています。バブル崩壊以後の、経済の停滞のもとで、労働

生産性の低下に対する、企業側の有力な対応は、労働者の非正規化であるといえます。 

  

正社員が辞めるたびに、インセンティブ（成果を上がれば報われる仕組み）も雇用保障もない非正規社員で

置き換えることには限界があります。そろそろ正社員の賃金制度を改革すべき時期を迎えています。 

（参考文献） 

榊原英資「中流崩壊 日本のサラリーマンが下層化してゆく」（詩想社、2015 年） 

八代尚宏「労働市場改革の経済学」（東洋経済新報社、2009 年） 

 

1-3．「賃金は労働の対価」のはずだが 

ではどういう改革が求められるのか。それはいわゆる「能力給」から職務給への転換と、金額を固定した賃

金表を放棄することだと考えます。 

  

いうまでもなく、賃金は労働の対価です。労働基準法は、第 11 条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手

当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と

謳っています。 

  

賃金が労働の対価であるならば、同じ仕事をしていて同じような成績であっても、ベテランと新人で賃金が

違うことはどう説明されるのでしょうか。家族手当や住宅手当はどう説明されるのでしょうか。事務系であ

れ営業系であれ技術系であれ、同期入社であればほぼ同じ賃金であることはどう説明されるのでしょうか。 

  

アメリカでは「平等賃金法」という法律で、職務で必要とされる①知識・技能、②精神的・身体的負荷、③

責任度、④作業条件の 4 つが同一である場合の賃金差別を禁止しています。これらの要素が賃金決定の根拠

であるとするのが、政府の公式見解であるとみなされています。 

  

あるいは、アダム・スミスは『国富論』の中で、賃金格差が生じる要因として①労働内容の快適度の差、②

仕事の安定性の差、③必要な知識、技能、技術を獲得することの難易度と要した費用の差、④職業そのもの

に与えられる信用度の大小、⑤その職業で成功する可能性の差をあげています。 

  

興味深いのは、平等賃金法にしてもアダム・スミスにしても、「能力」で決まるべきだとは言っていないこと

です。これはおそらく、誰がどんな能力を持っているかを測定することが困難であるためだと思われます。

事実、日本の賃金制度は、「能力給」と称しながら、能力の測定をほとんど行っていません。 

  

明治学院大学の笹島芳雄教授は「中国や東南アジア諸国も含めて，世界各国の賃金制度は労働対価が基準」

と言っています。賃金が労働の対価であるならば、それは労働の内容に応じて決めるのが合理的です。 

（参考文献） 

笹島芳雄「アメリカの賃金･評価システム」（日経連出版部 2001 年） 

笹島芳雄「転機を迎える日本型人事賃金管理」（「賃金事情」2011 年 1 月 5・20 日号掲載） 

 

1-4．「賃金も雇用も保証します」は無理がある 

かつて春闘とはベースアップ（ベア）をめぐる交渉でした。「賃上げ」とは定期昇給とベアの総称です。定期

昇給は給与規定で「最低でもこれだけは昇給します」と定めたもので、ベースアップはその最低線を引き上
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げることです。 

  

1980 年代半ばまでは高率のインフレが常にあったので、定期昇給をするだけでは、労働者の実質的な賃金（そ

の賃金でどれだけのものが買えるか）が目減りしてしまいます。これを放置しておいては労働者が困窮して

しまうので、ベア率について交渉することが定例化しました。企業側も、経営が厳しい時にはベア率をイン

フレ率以下に抑えることによって、結果的に実質賃金を下げることができました。 

  

現在のようにデフレの状況下では、ベースダウンをしなければ実質賃金を下げることができません。まとも

に定期昇給をしていては、実質賃金が上昇してしまいます。しかしベースダウンというものには問題があり

ます。給与規定で最低線を明確にしているのに、それを下げる方向に変更するというのでは、規定を設ける

意味がわからなくなってしまいます。 

  

残念ながら、日本企業の多くにとって、実質賃金の引き下げは避けられません。日本の GDP 成長率は、1980

年代には 3.8％でしたが、2000 年代は 0.58％です。2000 年代は明治維新から戦前までの平均よりも低い率で

す。世界の GDP に占める日本のシェアは、1994 年には 17.9％でしたが、2008 年には 7.9％まで低下しまし

た。賃金も経済の水準に合わせなければ、企業が存続してゆくことはできません。 

実質賃金を引き下げるためには、金額を固定した賃金表を放棄することです。 

  

「定期昇給はもう古い」という意見は常にありますが、こと正社員に関しては、定期昇給に代わる賃金決定

の仕組みはありません。たとえばアメリカ企業の賃金制度にも定期昇給はあります。 

定期昇給を温存しながら実質賃金を引き下げるためには、昇給を流動化することです。 

  

従来、日本企業が多くは「号」で昇給させていました。たとえば「1 号は 1,200 円で、成績が A なら 5 号、

B なら 4 号、C なら 3 号昇給する」という具合に、号数で昇給させていました。こういう制度のもとでは、

経営がどれだけ苦しくても、平均で 4,800 円昇給させなければなりません。 

  

このような硬直性を流動化させます。その手段として、たとえばポイント式があります。「B は 4 号昇給する」

ではなく「B は 400 ポイント昇給する」としたうえで、1 ポイントを何円にするかは、そのつど会社が決め

られるような規定にします。 

  

あるいは係数式という手段もあります。 

A→昇給前賃金×0.025×α 

B→昇給前賃金×0.020×α 

C→昇給前賃金×0.015×α 

としたうえで、αはそのつど会社が決められるような規定にします。 

  

このような制度でポイント単価やαを下げれば、実質賃金を引き下げることも可能になります。 

  

無論、従業員の側からみれば、賃金の安定性は低下します。しかし低成長の経済の中で、「賃金も保証します、

雇用も保証します」というのには無理があります。定期昇給をどうしても硬直化しておきたいならば、引き

換えに雇用保証を流動化させなければならないことになります。 

  

なお、流動化させるといっても限度があります。たとえば 1 ポイント＝1 円でも良い、α＝0.1 でも良いとし

たら、定期昇給の制度はあってないようなものです。ポイント単価やαの最低基準値は、給与規定で定めて

おく必要があります。制度の設計について、詳しいことは後述します。 
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（参考文献） 

八代尚宏「新自由主義の復権」（中央公論社、2011 年）  
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2. 使える賃金制度の条件 

 

2-1．年俸制はなぜ定着しなかったか 

バブル崩壊以後、賃金制度に関して、新しい試みがいくつかなされましたが、いずれも短命に終わりました。

代表的なものと言えば年俸制です。 

  

一般的に年俸制といった場合、プロ野球選手の賃金制度のようなものを念頭に置いています。その特徴は成

績次第で賃金が大幅に増えたり減ったりすることと、個人別の交渉で賃金を決定することにありました。 

  

これが会社員に適用できなかった理由は、まず業績の正確な測定が難しいことにあります。個々の社員は自

分だけの意思や判断で行動しているわけではなく、他人を助けたり助けられたり、指示を与えたり与えられ

たりしながら行動しています。結果的に成功しようとも失敗しようとも、どこまでが本人の責任なのかがは

っきりとはわかりません。 

  

さらに、事前に「これだけの業績をあげればこれだけの賃金を支払いますよ」という契約を会社と交わした

としても、その時点で予測できなかったことで、個人の業績に影響を与える出来事が必ず起こります。最近

の例でいえば地震やイギリスの EU 離脱決定、「爆買い」の終わりのようなことです。そういう条件の中で、

下げもありうる賃金制度であるならば、労働者としては、固定給を払ってくれる会社よりも高い賃金でなけ

れば働きたがりません。日本人の賃金（所定内賃金）は平均で月 24 万円ですが、これで下げもありうる賃金

制度では、有能な労働者を雇うことは難しいでしょう。 

  

会社が個々の社員と賃金について相対交渉をするということも、現実的ではありません。社長がひとりひと

りと交渉することは、よほどの零細企業でない限り不可能で、やるとしたら現場の管理職がやることになり

ます。しかし管理職が過度に気前よく年俸を出さないという保証も、逆に出し渋って必要な人材を失わない

という保証もありません。任せられるはずがありません。  

（参考文献） 

ポール･ミルグロム、ジョン･ロバーツ著、奥野正寛、伊藤秀史、今井晴雄、西村理、八木甫訳 

「組織の経済学」NTT 出版、1997 年 

 

2-2．シングルレートはあまりに急進的 

もうひとつ、定着しなかった試みにシングルレートがあります。 

  

シングルレートとは単一の相場の賃金です。管理職以外は係長クラスも新入社員も、総合職も一般職も一律

月給 30 万円という賃金制度を導入した会社がありました。責任の重さや仕事の内容、転勤の有無などの要素

はすべて賞与に反映させるということでした。 

  

「年功型賃金の合理性」という考え方があります。賃金が勤続年数の影響を受ける傾向は世界に共通して見

られますが、このことを説明する考え方です。①能力は経験年数に応じて上がってゆくからだとする説（人

的資本説）、②若い時は貢献度以下、中高年になると貢献度以上の賃金を受け取るようにしておくことによっ

て、会社を辞めにくくしている、あるいは解雇されるような悪いことをさせなくしているのだとする説（イ

ンセンティブ説）、③年数がたつに従い、社員は自分に向いた仕事を見つけて働きを高めて行くからだとする

説（適職探し説）、④生活費が年齢とともに上がってゆくので、それに合わせて賃金を払うと喜ばれるとする

説（生計費説）などの説明があります。 
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労働者も、もともと年功賃金を好んでいます。総額が同じであれば、定期昇給がある賃金制度の方が、何年

たっても同じ水準である賃金制度よりも歓迎されるという調査結果があります。たとえば 5 年間で総額 1500

万円の賃金であるならば、毎年 300 万円であるよりも、200 万円からスタートして 5 年後に 400 万円になる

ような賃金制度の方が好きだということです。 

  

シングルレート賃金はこれらの考え方や事実の正反対を行く制度であり、さらにどこにも先行事例がなく、

あまりに急進的でした。パート労働者においてすら、全員が同じ時給である会社はまれです。 

  

賃金格差はもっぱら賞与でつけるというのも壮大な実験でした。「インセンティブ強度原理」というものがあ

ります。インセンティブ（頑張る理由）の強さは①努力が利益に直結する度合、②業績測定の正確さ、③労

働者のリスクに対する受け入れ姿勢、④労働者のインセンティブに対する敏感さ、の４つにかかってるとい

うことです。 

  

賞与というものは金額が不確定で、会社全体の原資が少なければ、いかに高い評価を得たとしても僅かな金

額しかもらえません。その点で①に反します。②の業績測定はすでに述べたような理由で、正確に行い得た

かどうか疑問です。③と④に関しては、ハイリスク・ハイリターンの報酬を好むような人がはたして会社員

をやっているかどうか不明です。 

  

賞与とは、少なくとも労働契約上は、1 円も払わなくても違反にならないものであり、そういうものにイン

センティブの大部分を担わせることには無理があります。 

  

なお、短命だった賃金制度というと「成果主義」に言及しないわけにはいきません。しかし成果主義が廃れ

たとは到底言えません。このことは機会を改めて論じます。 

 

2-3．使える賃金制度の条件 

では、どういう賃金制度ならば持続可能なのでしょうか。 

  

紫綬褒章を受章した労働経済学者である小池和男氏は、知的熟練の形成を促す賃金は「社内資格給」「範囲給」

「査定つき定期昇給」という 3 つの特徴を要すると言っています。 

  

社内資格というのは「主事」とか「参事」とかいうもので、会社によっては「等級」と言っています。経験や

能力の違いを賃金に大まかに反映するための仕組みです。賃金を個別の社員に対して「あなたは○○円とし

ます」というようにいきなり決めるのではなく、まず「あなたは○○等級とします」というように等級（資

格）で大枠を決め、次に評価で、等級の中における具体的な金額を決めるというように、二段階で決めるた

めのものです。相撲でいえば幕内とか十両、幕下に相当するものです。 

  

範囲給というのは等級ごとに、賃金に「○○円~○○円」というように範囲を定めるということです。シング

ルレートではないということです。同じ仕事をしていても腕前には個人差があります。その向上に報いるた

めに、ひとつの等級であっても賃金に幅を持たせます。 

  

必要なのが「査定つき定期昇給」であって「査定なき定期昇給」でないのは、腕前の向上には個人差があり、

時間がかかるからです。個人差があるので査定（評価）は欠かせません。時間がかかるので、会社への定着

を促す仕組みとして定期昇給が必要です。 
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TINA という言葉があります。”There is no alternative to market”（市場に代替する仕組みは存在しない）を

略したもので、イギリスのサッチャー元首相が述べたことで有名です。小池氏が指摘する 3 つの特徴はアメ

リカの標準的な賃金制度にもみられます。こと正社員に関しては、評価つき定期昇給は賃金制度の TINA で

あるといえます。 

（参考文献） 

小池和男「仕事の経済学（第３版）」東洋経済新報社、2005 年 

 

3. 賃金制度を作るときに考慮すべき３つの影響 

 

3-1．やる気を出させる賃金に関する、経済学の答え 

2009 年から 2010 年にかけて、ある不動産会社で 2 年続けて社員による婦女暴行事件が起きました。そのう

ちの 1 件は、物件の管理責任者として取り扱いできる合鍵を使って居室に侵入したという、常識では考えら

れないほど卑劣なものでした。 

  

この会社のＷＥＢサイトをみると、社内改革の取り組みとして「新人事制度の導入。売上基準による評価か

らプロセスを含めた総合評価への移行」ということが書かれています。不祥事を招いた一因として賃金制度

もあったと、会社が判断しました。この会社の賃金制度は不動産会社によくみられる、歩合給中心のもので

した。新制度では従前より歩合給の比重を下げ、固定給の割合を上げました。 

  

売上基準による評価は不祥事を誘発するのでしょうか。残念ながら、それ一色による評価はたしかに不祥事

を招く可能性があります。 

  

「効率性賃金」という考え方があります。高い賃金を支払うことは社員を誠実に働かせることにつながると

いう説です。やる気を出させる賃金とはどういうものかに関する、経済学上の答えといえます。 

  

「効率性賃金に関するシャピロ＝スティグリッツのモデル」という理論によると、道徳や倫理観の存在を当

面無視すると、 

  

（いま受け取っている賃金－転職した場合に受け取れるであろう賃金）×定年までの残存年数 

×不正が発覚する確率 

  

が、不正行為から得られる利得を上回っていなければ不正が起きます。 

  

簡単にいえば、不正を働いても、失うものより得るものの方が大きいようであれば、不正が起こるというこ

とです。ただしここでいう不正とは、横領や背任のような、狭い意味の不正だけでなく、サボリや顧客に対

する無愛想さ、手抜きなど、会社にとって好ましからざる行為一般を指します。 

  

この式を前記の不動産会社に当てはめると次のようなことになります。まず、歩合給主体である不動産会社

はいくらでもあり、所属をどこに移しても収入は変わらないので、「いま受け取っている賃金－転職した場合

に得られるであろう賃金」はほぼゼロです。これがゼロだと、「定年までの残存年数」と「不正が発覚する確

率」がどういう数字であっても式の値がゼロになります。したがって不正行為が割に合う。・・・と短絡的に

考える人が出てきても仕方がありません。 
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では歩合制賃金の人はどんどん不正行為をするべきでしょうか。もちろんそんなことはありません。人の道

という問題を無視するとしても、いったん不正行為を働いてしまえば悪評はしつこく付いて回り、いかに腕

利きのセールスマンといえども、「転職した場合に受け取れるであろう賃金」が著しく下がってしまいます。

不正を働くことはけっして得になりません。 

最近、賃金水準を切り下げる会社が増えています。そういう会社でも社員の士気が目立って落ちていないの

は、いったん失業すると再就職が厳しい状況では、「転職した場合に得られるであろう賃金」が下がっている

ために、多少「いま受け取っている賃金」が下がっても、転職することの不利益が大きいままだからです。 

（参考文献） 

ポール・ミルグロム、ジョン・ロバーツ「組織の経済学」（ＮＴＴ出版、1997 年） 

ジョセフ・E・スティグリッツ著、楡井浩一、峯村利哉訳「世界の 99%を貧困にする経済」（徳間書店、2012 年） 

 

3-2．金銭的インセンティブのメリットとデメリット 

業績給、歩合給、あるいはインセンティブなどと称される、明確な計算式に基づいて支払われる賃金制度が

あります。もちろんこれには明らかなメリットがあります。 

  

まず生産性を向上させます。ミルグロムとロバーツによると、業績給は生産性を 15 から 35％向上させます。 

第 2 に、監督者にとって悩ましい成績評価のコストを減らしてくれるというメリットがあります。 

第 3 に、えこひいきや差別の影響を、いわゆる行動評価よりは受けにくいというメリットがあります。 

そして第 4 に、業績給中心の仕事に応募してくる人は、自分の実力に自信を持っているケースが多いことが

あります。 

  

一方で業績給には問題もあります。 

  

第 1 に、よほど恵まれた条件のもとでない限り、社員間に有利・不利が発生します。たとえば営業担当者で

も、担当する顧客や商品によって売上が稼ぎやすい場合とそうでない場合があります。こうした担当の割り

当てでえこひいきや差別が起こる可能性はあります。 

  

第 2 に、業績給は社員の収入にさまざまなリスクをもたらします。地震や水害などの自然災害、外国の債務

危機などの突発的な出来事は、社員本人の行動とは関係ありませんが、所得に大きな影響をもたらします。

前もってリスクを予測することはできないので、「こういうことが起きた場合の、あなたの給料はこうする」

というようなことを契約に盛り込むことはできません。その見返りとしてリスクプレミアム（リスクを伴う

契約を引き受けることの対価）、つまり同じ業績であれば、固定給の社員より多くの賃金が支払われるような

制度を用意する必要があります。 

  

第 3 に、個人への業績給はグループでする仕事にほとんど効果を持ちません。たとえば営業事務の担当者に、

起こした伝票の数に応じて賃金を払おうとしても、受注が来ない限り起票することができないので、これに

よって意欲を刺激することはできません。 

  

そして第 4 に、業績給を稼ぐ上で効率の悪い仕事を無視させることになります。仮に商品Ａと商品Ｂがあっ

て、Ａの販売活動に 1 時間従事すれば 2,000 円の業績給が稼げ、Ｂの販売活動に 1 時間従事しても 1,500 円

の業績給しか稼げないとすると、社員は商品Ｂの販売にまったく関心を示さなくなります。 

  

たとえば証券会社の歩合制外務はみな、報酬を稼ぐうえで最も効率が良い、株式の販売だけに時間を使い、

債券や投資信託などの販売にはほとんど時間を使わないそうです。 

（参考文献） 
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ポール･ミルグロム、ジョン･ロバーツ著、奥野正寛、伊藤秀史、今井晴雄、西村理、八木甫訳 

「組織の経済学」NTT 出版、1997 年 

 

3-3．賃金制度を作るときに考慮すべき３つの影響 

賃金制度は会社のいろいろなところに影響を及ぼします。慶応義塾大学教授で労働経済学が専門の樋口美雄

氏は給与体系の設計で考慮しなければならない影響として 

①人件費総額への影響 

②その企業に応募してくる人材の人数や特性、さらにはそれらの人材の定着率や離職率に与える影響 

③社員の就業意欲に与える影響 

をあげています。 

  

思いつきのような賃金制度が成功しないのは、特定の面への影響だけを重視して、3 点をバランスよく考慮

していないからです。 

（参考文献） 

樋口美雄「人事経済学」（生産性出版、2001 年） 
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4. なぜ賃金には等級が必要なのか 

 

4-1．なぜ賃金には等級が必要なのか 

これまで、賃金制度を設計するときの条件について述べてきました。それらを踏まえて、ここからは具体的

な賃金制度の作り方についてお話しします。 

  

ひとくちに賃金制度といっても、それを構成するものには大まかに言って①等級、②基本給、③賞与、④手

当、⑤評価、そして⑥退職金があります。まずは等級制度の作り方についてお話しします。 

  

等級とは「これくらいの○○の人にはこのくらいの賃金」という、会社が定める大枠のことです。ある社員

を新たに採用した場合、その人の賃金をいきなり何円と決めるのは困難です。新規学卒者ならば社会的に相

場が形成されており、それに沿ったものを支給すれば事足りますが、いわゆる中途採用の場合、社会的な相

場というものはありません。 

  

それで、まずその人を何等級にするかを決めます。このときにはその人の過去の職務経験が有力な参考資料

になります。等級を決めたら、同じ等級の既存の社員との兼ね合いで具体的な賃金額を決めます。 

  

この既存社員との兼ね合いというのは、年齢や経験年数が同等である既存社員より少し下に持ってくるとい

うのが一般的です。少し下であるのは、わが社での勤続年数がゼロで、仕事ができるのかできないのか、不

透明なところがあるからです。仕事ができれば、後から特別昇給させてやれば良いし、仕事ができなければ

そのままにしておけば良いという、オプション的な考え方をとります。いずれにしても、ひとことでは言い

表せない微妙な決め方をします。それでも、いきなり具体的な金額を決めるのに比べれば、ずっと決めやす

くなります。 

  

もちろん等級は中途採用社員の賃金を決めるときだけに役に立つわけではありません。 

  

既存社員でも、「この人の賃金をもっと上げてやりたいなぁ」というとき、「ではいくら上げる？２万円？３

万円？」というように具体的な金額から入るのではなく、等級を上げても良いかどうかを検討します。等級

が上がることを昇格といいますが、昇格させたら、おのずと賃金は上がります。後で述べる定期昇給でも賃

金は上がりますが、昇格した場合はこれに比べてずっと大幅に上がります。 

  

このように、個人の賃金を決めるとき、まず等級を決め、その中での具体的な金額は定期昇給や特別昇給で

決まります。等級制度とはこのように、２段階で個人の賃金を決める仕組みです。 

  

上で「このくらいの○○の人にはこのくらいの賃金」と述べました。ここに何が入るかで賃金制度の性格が

決まります。「能力」という字が入るならば能力給、「職務」という字が入るならば職務給です。 

 

4-2．職能資格制度とはどういうものか 

現状で、日本企業で最も一般的な賃金制度は能力給です。とりわけ、ただの能力ではなく「職務遂行能力」

の等級です。職務遂行能力を略して「職能」と呼び、これと資格を関連付けて「職能資格制度」という賃金

制度が、大企業を中心に普及しています。下の表は多くの専門書に引用されている、清水勤氏による職能資

格等級基準書です。 
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ここでいう資格とは、医師や税理士などの国家資格というような意味ではなく、「職制とは別に、企業内にお

ける従業員の序列や処遇を明確にするために設けられている制度」（注 1）です。職制とは部長や課長といっ

た役職のことです。資格は等級と同義です。 

  

この制度が普及した背景には、人を選別することに伴う苦悩を和らげることがあります。組織において序列

といえば、部長や課長といった役職がまずあります。部長は部の責任者ですから、真の意味での部長は一人

しか任命できません。そうすると誰かを選び、誰かを落とさなければなりません。これは選ぶ側にとって非

常に頭の痛い問題です。また、「部長は部の数だけ、課長は課の数だけ」ということでは、役職者になるのは

あまりにも狭き門であり、社員は希望を失ってしまいます。 

  

そこで資格という、役職とは別の「偉さ」の基準を作りました。これによって「部長ではないけれども部長

と同じくらい偉い」という地位を作ることが可能になりました。たとえば「参与」という資格であれば、た

とえ部長でなくても、部長と同じくらい偉いという具合です。軍隊における「大佐」「中佐」、天皇制におけ

る「従一位」「従二位」なども資格の一種です。 

  

また、組織にはどうしても、下位の役職への異動が必要なときがあります。昨日まで部長だった人を、懲罰

的な意味でなく、次長にしなければならないようなときがあります。より偉い役職や、同じ偉さの役職にし

か人を異動させられないとすると、人事異動の範囲は限られてしまいます。このようなときも「資格」がそ

のままであれば、懲罰でないことは周囲の目にも明らかです。「能力が落ちたわけではない」という論理で、

以前と同じ賃金を払うことが正当化されます。 

  

このように職能資格制度には優れた面もありますが、問題もあります。 

  

そのひとつが、能力を客観的に測るのが難しいということです。下の表の中で示されているような能力の有

無を、どのようにして一人ひとりの社員について把握するのかは不明です。明治大学教授の遠藤公嗣氏は「職

能資格基準を設定するのに、職務分析と職務評価をおこなわず、参考にしない。だから、この『職務遂行能

力』は職務関連的でなく、抽象度は高く、多分に、頭の中で構成されたものに過ぎない」と言っています。 

  

たとえば相撲の番付では、上位の人ほど強いことは、誰の眼にも明らかです。しかし職能資格制度の会社で、

上位等級の人ほど有能であるというような傾向はほとんど見られません。極端に低能力な人が高い等級に格

付けされることはありませんが、非常に有能であっても低い等級に甘んじている人が、特に若い人に多くい

ます。等級と能力は、実際にはほぼ無相関です。 

  

このように職能資格制度は考え方と実態がかけはなれやすく、結局「長く勤めているならば、それだけ能力

が磨かれているはずだ」ということで、勤続年数順に格付けすることになりがちです。 

  

もうひとつの問題が、資格のインフレがおきやすいということです。 

  

部長という地位には限りがありますが、「有能な人」という地位には定員を設ける必要がありません。また、

同じ会社で働いていて、同等の経験年数を持つ人に、「あなたは有能」「あなたは無能」というレッテルを容

易に貼れるものではありません。このため「有能な人」（偉い人）が乱造され、賃金コストの増大につながり

やすいという性格を持っています。 

 

  



 

21 

 職能資格等級基準の例 

級 職能区分 定義 

10 
上級統轄 

管理職能 

会社の基本的政策や方針に基づき、部またはそれに準じる組織の運営を統轄し、かつ

会社の政策・方針の企画・立案・決定に参画するとともに、トップを補佐する職能段

階 

9 
統轄管理 

職能 

会社の基本的政策や方針に基づき、部またはそれに準じる組織の運営を統轄し、かつ

会社の政策・方針の企画・立案・上申を行うとともに、さらに調整および上司の補佐

をする職能段階 

8 

上級管理 

(専門) 

職能 

会社の政策・方針についての概要の指示に基づき、部または課あるいはそれに準じる

組織の業務について、自主的に企画・運営し、かつ実施上の実質的責任をもって部下

を管理するとともに、上司の補佐をする職能段階 

7 

管理 

（専門） 

職能 

会社の政策や方針についての概要の指示に基づき、課またはそれに準じる組織の業務

について、自主的に企画・運営し、かつ実施上の実質的責任をもって部下を管理する

職能段階 

6 
指導監督 

職能 

一般的な監督のもとに担当範囲の細部にわたる専門的知識と多年の経験に基づき、係

（班）またはそれに準じる組織の業務について企画し、自らその運営・調整にあたる

とともに部下を指導・監督する職能段階 

5 
指導判断 

職能 

担当業務の方針について指示を受け、専門的知識と経験に基づき、自己の判断と創意

によって部下を指導しながら、計画的に担当業務を遂行し、上司を補佐しうる職能段

階 

4 
熟練定型 

職能 

細部の指示または定められた基準により、高い知識・技能・経験に基づき、複雑な定

型的業務については、主導的役割をもち、下縁者を指導しながら、かつ自己の判断を

要する熟練的（非定型も含む）業務を遂行しうる職能段階 

3 
高度定型 

職能 

細部の指示または定められた基準により、高い実務知識・技能・経験に基づき、日常

定型的業務については主導的役割をもち、必要によっては下級者を指導するととも

に、一般的定型的業務の指示を受けて遂行しうる職能段階 

2 
一般定型 

職能 

具体的指示または定められた手順にしたがい、業務に関する実務知識・技能・経験に

基づき、日常的定型的業務を単独で遂行しうる職能段階 

1 
定型補助 

職能 

詳細かつ具体的指示または定められた手順にしたがい、特別な経験を必要としない単

純な定型的繰り返し的業務もしくは見習的補助的な業務を遂行しうる職能段階 

（資料出所） 清水勤「ビジネス・ゼミナール 会社人事入門」（日本経済新聞社、1991 年) 

（注 1）高齢者雇用開発協会「定年延長と人事管理の動向」（1984）による定義。 

（参考文献） 

今野浩一郎・佐藤博樹「人事管理入門（第 2 版）」（日本経済新聞出版社、2009 年） 

遠藤公嗣「これからの賃金」（旬報社、2014 年） 

佐藤博樹･藤村博之･八代充史「新しい人事労務管理（第 3 版）」（有斐閣、2007 年） 

清水勤「ビジネス・ゼミナール 会社人事入門」（日本経済新聞社、1991 年) 

 

4-3．職務給のメリットとデメリット 

このコラムの前の章で、日本企業にいま求められる賃金改革の一つとして、年功賃金から職務給への転換と

いうことをあげました。 
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職務給のメリットは、まず「賃金は労働の対価」という原則にかなうことです。賃金が労働の対価であるこ

とに疑いの余地はありません。しかし同じ仕事をしていながらも勤続年数や家族構成によって著しく異なる

賃金制度は、労働の対価としての性格がすべてであるとは言えません。 

  

また、仕事の価値に応じた賃金を払うので、賃金の払いすぎが起きません。賃金の払い過ぎが起きないので、

リストラも起きにくくなります。 

  

さらに、職能資格制度において悩みの種であった、経験者採用の初任給をどうするかという問題も解決され

ます。職能資格制度で、経験者採用の人の初任給をいくらにするべきかは、正直なところ私にもわかりませ

ん。しかし職務給であれば容易に決められます。わが社での勤続年数がゼロであることを理由に、不当に低

い賃金に抑える必要がないので、同じ企業が職能資格制度である場合に比べれば、優秀な人材を採用しやす

くなります。 

  

職務給に関してしばしば指摘されるデメリットは、人事異動が行いにくいということです。賃金が仕事の内

容によって決まるならば、社員を今より低い賃金に甘んじさせるべき仕事に異動させた時には、賃金を下げ

なければなりません。本人に責めを負わすべき理由がないとき、それは不合理であるという考え方です。 

  

しかし時代はもはや既得権を保証できるような状況ではありません。需要が限られた世界で、賃金も雇用も

ともに保証するということは不可能です。いわゆる左遷でないならば、これは受け入れた方が社員のためで

はないでしょうか。無理して既得権を保証しようとすると、何かを改革しようとするとき、とりうる手段は

リストラだけになってしまいます。  

  

職務給を採用すると、市場や技術の変化に対応して職務の価値評価も変えてゆかなければなりません。この

コストを問題にする意見もあります。これはもっともな指摘です。しかし環境変化に対応して価値判断の基

準を変えてゆかなければならないことは、能力給であってもあてはまることであり、ひとり職務給だけの問

題ではありません。 

 

4-4-1．等級制度の作り方ー何等級構成にするか 

前回は等級とは何かということについて基本的な考え方を述べました。今回は具体的な等級制度の設計の仕

方について述べます。 

  

等級制度を設計するときは、まず何段階の構成にするのかを決めます。 

  

1990 年代のアメリカでは、ブロードバンディングという動きが起こりました。インターネット回線の話では

ありません。賃金の等級を幅が広い括り（ブロードバンド）にしようという動きです。ゼネラルエレクトリ

ック社が、それまでの 14 等級構成から 4 等級構成に改めたケースが有名です。4 等級構成の新しい制度で

は、それぞれの等級は賃金の上限値が下限値の 2.1～2.6 倍、ひと等級上がると下限値は 40％強上がるという

構成でした。 

  

このような「広い等級」の利点は、まず職務評価のコストが低いことがあげられます。経済環境の変化に伴

って、仕事の難度や負荷は日々変わります。細かい等級に分けた中に職務が置かれていれば、ちょっと時間

がたつと等級と職務価値の逆転現象が起きてしまいます。ですから職務価値の見直しは頻繁にしなければな

りません。その点、4 段階しかない等級であれば、見直しはそれほど頻繁にしなくても済みます。また等級の

幅が広いとそれだけ賃金上昇の余地が大きく、社員の労働意欲を高めることができます。 
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しかし広い等級には問題もあります。まず、上記の長所と表裏一体ですが、ともすれば人件費が割高になっ

てしまうことです。また、ひとつの等級に多くの職務が詰め込まれているので、職務価値と賃金の逆転現象

が頻繁に起きてしまい、社員からみた納得度が低下するという問題もあります。 

  

広い等級と狭い等級のどちらが良いのかというと、狭い等級です。ブロードバンディングは結局普及しませ

んでした。アメリカの、賃金管理に関する情報機関であるワールドアットワークが 2003 年に行った調査によ

ると、ブロードバンドというべき制度を採用している企業の割合は 9％に過ぎず、従来型の等級制度を採用

している企業の割合が 72％でした。 

  

具体的にどのくらいの等級数が適切なのかは、一般化できません。しかし後述するように、等級基準の決め

方にはさまざまな方法があります。「・・・する職務」というように文章的に表現する場合、20 も 30 もの等

級基準を考えることは困難でしょう。職務の大きさを数値化する方法ならば、いくらでも細分化することが

できます。その場合も、その会社の職務にどれほどの種類があるかが関係してきます。 

  

等級の数は最初から何いくつと決めておくのではなく、実態を見て決めるべきです。 

 

4-4-2．等級制度の作り方－等級基準の決め方－序列法 

職務給の、等級基準の決め方にはいろいろなものがあります。 

  

一番簡単なのは「序列法」というものです。社内にいるすべての従業員を書き出して、その職務の重要度に

順位づけし、その順位によって等級格付けする方法です。 

  

社員 A の担当職務＝職務 A 

社員 B の担当職務＝職務 B 

   ︙ 

社員 Z の担当職務＝職務 Z 

  

という 26 の職種があるとします。これらを重要度が高い順に並べ、その順位をもって等級基準とします。 

等級 定義 

6 等級 1～3 位 

5 等級 4～10 位 

4 等級 11～20 位 

3 等級 20～35 位 

2 等級 36～60 位 

1 等級 61 位～ 

組織には同じ職務を担当している社員が複数いることもあります。そのような場合は同一の職務として取り

扱います。必ずしも「従業員数＝職務の数」ではありません。 

  

ここで「１～３位＝６等級」「4～10 位＝5 等級」という数字は絶対ではありません。現実を見て、「○位から

○位でひとつの等級にしよう」「△位から△位でひとつの等級にしよう」というように、主観的な判断によっ

て決めます。 

（参考文献） 



 

24 

「職務(役割)給の導入実態と職務(役割)評価―ホワイトカラーの多様な職務(役割)に対応した制度に向けて」第 5 章、

笹島芳雄「職務等級（役割等級）制度の設計と管理」（雇用情報センター、2007 年） 

4-4-3．等級制度の作り方－等級基準の決め方－分類法 

分類法は等級基準を「・・・する職務」というように言葉で定義する方法です。 

この方式は、運用が簡単なようで案外複雑です。けっして茶化すつもりはありませんが、たとえば上司の「常

態的監督」と「詳細な指示」、「概略的指示」などの言葉は、どこからどこまでを常態的と言い、どこからど

こまでを詳細と言い、どこからどこまでを概略的というのか、よくわかりません。「詳細な指示」を受けるこ

とは 2 等級の基準となっていますが、実際には役員クラスの人でさえ、上司から詳細に指示されているので

はないでしょうか。7 等級の基準にある「企業目標の達成のために業務を推進する」ということは、正社員な

ら誰でもあてはまることではないでしょうか。目の前にいる人をどの等級に分類するべきか、考えれば考え

るほどわからなくなってゆきます。 

  

結局、「常態的監督」を受けているか、とか「詳細な指示」を受けているかとか、文中にある要素を吟味する

のではなく、「新入社員は 1 等級、一人前の一般職は 2 等級、・・・、部長クラスは 7 等級」というように、

「偉さ」によって落としどころを決めた運用になってしまいます。職能資格制度が、建前は能力の等級であ

っても、実際には偉さの等級であるのと同じことになってしまいます。 

  

分類法の例 

等級 職務 

7 等級 
経営トップと密接に連携しつつ、経営資源を最大限活用して、企業目標の達成のために業務を

推進する職務 

6 等級 
経営方針に基づき、専門的知識・経験を駆使して全社的視野の下で高度の企画・研究・開発な

どを行うと共に、担当業務の推進を図る職務 

5 等級 
上司の概略的方針に基づき･、企画・研究・開発などを行うと共に、組織の核として業務を推

進し、併せて後進の指導育成を行なう段階の職務 

4 等級 
上司の包括的指示により、関連部門との折衝を図りながら、大部分自己の判断で担当業務の遂

行を行う段階の職務 

3 等級 
上司の概略的指示により、時には自主的判断を必要とするが通常は基準・原理・規則・先例に

沿って、定型的業務を正確・迅速に処理する職務 

2 等級 上司の詳細な指示の下に、予め定められた方式に従い、定型的業務を処理する段階の職務 

1 等級 上司の常態的監督の下で、極めて定型化された業務を正確に処理する段階の職務 

（資料出所） 「職務(役割)給の導入実態と職務(役割)評価―ホワイトカラーの多様な職務(役割)に対応した制度に向け

て」第 5 章、笹島芳雄「職務等級（役割等級）制度の設計と管理」（雇用情報センター、2007 年） 

 

4-4-4．等級制度の作り方－等級基準の決め方－職位法 

職位法は次のように役職を等級基準とする方法です。 

等級 職位 

７等級 経理部長、人事部長、研究所長、大規模支店長 

6 等級 総務課長、広報室長、主任研究員、小規模支店長 

5 等級 研究員、資材課主任、営業所長、上級ＳＥ、支店課長 

4 等級 営業職、初級ＳＥ、職長、福利厚生係長 

3 等級 研究補助職、顧客担当職、企業法務員、プログラマー 

2 等級 経理課事務員、保全工 

1 等級 製造工、データ処理職、事務補助職 
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（資料出所） 「職務(役割)給の導入実態と職務(役割)評価―ホワイトカラーの多様な職務(役割)に対応した制度に向け

て」第 5 章、笹島芳雄「職務等級（役割等級）制度の設計と管理」（雇用情報センター、2007 年） 

これも簡単に運用できる方法です。通常、役職が上がるほど責任が重くなり、仕事の価値や重要性も高まる

はずです。 

  

ただし職位法にしても、前述の分類法にしても、なかなかこれらの基準だけで運用しがたい場合があります。

たとえば分類法の例 3 の、グレード 5 の基準の 2 番目は次のような 3 つの要素から成り立っています。 

  

 経営トップと密接に連携する 

 経営資源を最大限活用する 

 企業目標の達成のために業務を推進する 

  

これを導入しようとすると、おそらく次のような質問が出てくることでしょう。「私の仕事は経営トップと密

接に連携するし、経営資源を最大限活用するけれども、企業目標の達成のために業務を推進するというわけ

ではない。どこに分類されるのか。」組織の中には定義にぴったり当てはまる仕事だけがあるわけではありま

せん。 

  

職位法にしても、部長なら、その定義は部の責任者ということで良いでしょう。課長の定義もやはり、課の

責任者ということで良いでしょうか。しかし係長くらいになると、必ずしも係という組織の長ではなくなっ

てきます。「会社が係長と言えばその人は係長」というようなところがあり、定義がはっきりしなくなってき

ます。主任、一般社員と、下層になればなるほどこの傾向は顕著です。 

  

両者の欠点を補完するために、次のように分類法と職位法を折衷した基準書を用いることがあります。 

  

等級 職務 職位 

7 等級 
経営トップと密接に連携しつつ、経営資源を最大限活用して、企業

目標の達成のために業務を推進する職務 

経理部長、人事部長、研究

所長、大規模支店長 

6 等級 

経営方針に基づき、専門的知識・経験を駆使して全社的視野の下で

高度の企画・研究・開発などを行うと共に、担当業務の推進を図る

職務 

総務課長、広報室長、主任

研究員、小規模支店長 

5 等級 

上司の概略的方針に基づき･、企画・研究・開発などを行うと共に、

組織の核として業務を推進し、併せて後進の指導育成を行なう段

階の職務 

研究員、資材課主任、営業

所長、上級ＳＥ、支店課長 

4 等級 
上司の包括的指示により、関連部門との折衝を図りながら、大部分

自己の判断で担当業務の遂行を行う段階の職務 

営業職、初級ＳＥ、職長、

福利厚生係長 

3 等級 

上司の概略的指示により、時には自主的判断を必要とするが通常

は基準・原理・規則・先例に沿って、定型的業務を正確・迅速に処

理する職務 

研究補助職、顧客担当職、

企業法務員、プログラマー 

2 等級 
上司の詳細な指示の下に、予め定められた方式に従い、定型的業務

を処理する段階の職務 
経理課事務員、保全工 

1 等級 
上司の常態的監督の下で、極めて定型化された業務を正確に処理

する段階の職務    

製造工、データ処理職 

事務補助職 

（資料出所） 「職務(役割)給の導入実態と職務(役割)評価―ホワイトカラーの多様な職務(役割)に対応した制度に向け

て」第 5 章、笹島芳雄「職務等級（役割等級）制度の設計と管理」（雇用情報センター、2007 年） 
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4-4-5．等級制度の作り方－等級基準の決め方－得点要素法 

得点要素法は、分類法を精密に行う手法です。前述のとおり分類法には、すべての職務の基準を正確に定義

できるわけではないという欠点がありました。そこで「知識の面ではこのくらい、責任の面ではこのくらい、

意思決定の面ではこのくらい、・・・」というように、何とおりもの組み合わせを可能にする方法です。 

  

得点要素法では、会社の中にあるそれぞれの職務について、次のような基準で①知識･技能、②責任、③意思

決定、④複雑さ、⑤対人関係という 5 つの要素別に得点付けをします。 

  

知識・技能 

得点 内容 

25 １ヵ月程度の訓練や短期間の実務経験を必要とする職務 

50 １～３ヵ月程度の集中訓練，または１～６ヵ月程度の実務経験を必要とする職務 

75 16～12 ヵ月程度の集中的な教育訓練，または２年程度までの実務経験を必要とする職務 

100 
１～２年の専門教育・職業教育，または３～５年の実務経験により形成される専門的・技術的な

知識・技能を必要とする職務 

125 

専門的資格につながる２年以上の専門教育に加えて、２年以上の実務経験により形成される高度

の知識・技能，またはそれと同等の知識・技能を必要とする職務に５年以上従事して形成される

高度の知識・技能を必要とする職務 

150 
広範な高度の知識・技能を必要とする職務であって，レベル５の職務で５年以上の経験を必要と

する職務 

  

責任の程度 

得点 内容 

25 
企業全体の業績への影響がほとんどない職務。職務上の失敗は数時間内で明らかになる職務。管

理責任は所属する係の使用する器具・機械に限られる。 

50 
企業全体の業績への影響は小さい職務。職務上の失敗は簡単にみつけられ，数日内に明らかにな

る職務。管理責任は所属する係の使用する器具・機械に限られる。 

75 

所属する係・課の業績への影響はかなりあるが，より上位の組織の業績への影響は小さい職務。

職務上の失敗はただちにはわからないが，所属する課や部門の業務に悪影響をもたらす職務。定

型業務を担当する１～２名を管理する。小さな額にかかわる予算，設備などの管理責任がある。 

100 
所属する課・部門の業績への影響がかなりあり，企業業績への影響をもたらす職務。職務上の判

断の誤りはしばらくわからないが，部門業績をかなり滅ずる。 

125 
企業の主要事業分野の特定部門の業績責在がある職務。企業業績への影響は大きい。判断の誤り

は長期にわたって明らかにはならず、部門や企業の業績にひどい影響を及ぼす。 

150 
企業の主要事業分野の業績責任がある職務。企業業績への影響はきわめて大きい。判断の誤りを

知るのはほとんど不可能である。 

  

意思決定の程度 

得点 内容 

20 
定型的業務であり、業務のすべてが簡単な指示の下で遂行される職務。思考内容は定型化されて

いる。 

40 
多くは定型的業務であり、上司による密接な監督の下で遂行される職務。多くの業務は簡単な規

定・手法の適用ですむが、時折工夫が必要である。思考内容は概して定型化されている。 
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60 
上司による一般的指示と監督の下で遂行する職務。仕事の手順は示されているが、時折工夫が必

要である。しかし複雑な業務は上司に任せることがある。 

80 

職務遂行は定められた拡囲内でかなり自由に行なうことが可能な職務。意思決定を必要とし、資

料・情報を分析して問題解決する能力が求められる職務。上司による指導は必要なときのみ行な

われる。思考内容はある程度の想像力を必要とする。 

100 

職務遂行は、いくつかの重要な決定事項を除けば自由に行なうことができる職務。業務目的、業

務目標や業務遂行基準を除けば、上司による指示はほとんどない職務。思考内容には意思決定や

計画作成の面で独創力・想像力を必要とする。 

120 
一般的な方針の下で職務遂行する。意思決定では高度の判断力と先見力を必要とし、上からの指

導はない職務。新しい情勢に対応するために常に創造や工夫を必要とする職務。 

  

職務の複雑度 

得点 内容 

15 繰り返し作業が基本の職務。 

30 繰り返し作業であるが、さまざまな技能を必要とする職務。 

45 多様性のある業務を担当する職務。しかし役割や業務特性には共通性がある職務。 

60 
特定の職務の範囲内で，多様な業務や意思決定を行なう職務。意思決定の内容はしばしば変化

する。 

75 
いくつかの職能にわたる業務や意思決定のある職務。企業にとって重要な変化にしばしば直面

する職務。 

90 
主要な職能すべてにわたる業務や意思決定のある職務。常に生ずる変化への対応が求められる

職務。 

  

対人関係の必要度 

得点 職務内容 

15 ほとんど重要性のない人的対応のみの職務。 

30 
企業内で日常的に人的対応はあり、同等職位以下の者との情報提供目的の人的対応の職務。企業

外の者との対応は儀礼的な対応のみ。 

45 
情報提供や問い合わせなどのために，他部門の上位者や企業外の者との対応あり。適切な対応を

必要とする。 

60 

非定型的な事項に関して他部門の上司との日常的な対応があり、ある程度の折衝力を必要とする

職務。企業外での対応で非定型的な事項の対応や苦情処理を行ない、かなりの折衝力を必要とす

る職務。 

75 企業内外で上級の者と頻繁な対応があり、交渉も行なう職務。かなりの説得力を必要とする。 

90 
企業内外の最高の者との対応が常にあり、高度のコミュニケーション能力，説得力，交渉力を必

要とする職務 

（資料出所） 笹島芳雄『アメリカの賃金・評価システム』(日本経団連出版、2001 年) 

  

以上のような要素別に職務を採点し、その合計点をもって職務の価値とします。等級基準は次の通り文章で

はなく点数です。 

  

得点要素法での等級基準① 

等級 定義 
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6 等級 500 点以上 

5 等級 400～499 点 

4 等級 300～399 点 

3 等級 200～299 点 

2 等級 150～199 点 

1 等級 150 点未満 

  

各要素・各レベルの得点設定にも、等級定義の得点設定にも、特にルールはありません。企業独自で設定し

ます。 

  

ただ「知識･技能」には他の項目よりも高いウェイト付けをする企業が多いようです。 

  

また、1 段階違うと 15％の得点差をつけるという考え方も多くとられています。各要素で、１レベル上がる

につれて 100 点、115 点、132 点、・・・、等級基準も、１等級は 500 点～、2 等級は 575 点～、3 等級は 661

点～、・・・という具合にです。15％間隔である理由のはっきりしたことはわかりませんが、人間は 15％違

うと重さの違いがわかるからだという説があります。 

  

合計点 15%ごとにひとつの等級を設定するとすると、次のようになります。5 つの要素の得点の合計は、最

小 100 点（25＋25＋20＋15＋15）点、最大 600 点（150+150+120+90+90）点です。これを 15％間隔で区

切ると次のようになります。 

  

得点要素法での等級基準② 

等級 定義 

13 等級 535  点以上 

12 等級 465~534 点 

11 等級 405~464 点 

10 等級 352~404 点 

9 等級 306~351 点 

8 等級 266~305 点 

7 等級 231~265 点 

6 等級 201~230 点 

5 等級 175~200 点 

4 等級 152~174 点 

3 等級 132~151 点 

2 等級 115~131 点 

1 等級 100~114 点 
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5. 基本給制度の作り方 

 

5-1．賃金表の作り方 

ここでは賃金表の作り方についてお話しします。 

  

賃金表とは、各等級の賃金の上限と下限を定めたものです。賃金表を作る手順は次のとおりです。 

  

1. 最上位等級と最下位等級の下限値を決める 

2. 等級間倍率を決める 

3. 各等級の下限値、上限値を決める。 

  

１．最上位等級と最下位等級の下限値を決める 

まず１等級の下限値を決めます。これは理論上の、わが社の最低賃金です。法定最低賃金を月給に換算した

もので良いでしょう。東京都の場合、最低賃金は 1 時間あたり約 910 円です（2015 年 9 月改定）。これを月

給に換算すると（月間所定労働時間は法定労働時間の上限である 173.8 時間であるとします）158,158 円に

なります。きりの良い数字にするために 159,000 円としましょう。 

  

次に最上位等級（仮に 15 等級とします）の下限値を決めます。各社で、「最上位等級の人には最低でもこれ

だけ出したい」というものを検討して決めます。ここでは『ホワイトカラー職種別賃金実態調査（2011 年度）』

を参考にして決めることにします。これによると、部長職で、「最低年収者の平均」の「月例給与」が最も高

いのは「法務・特許」部長の 605,000 円です。この数字を使って 15 等級の下限値とします。 

  

２．等級間倍率を決める 

次に等級間の賃金格差である倍率を決めます。 

159,000 円から 605,000 円までの間に 15 等級あり、それぞれが等倍の間隔で並んでいるとすると、倍率は 

605,000÷159,000＝3.81 

3.81 の 14 乗根で、約 1.11 倍になります。 

15 等級なので 14 乗根です。等級数が N 個だとすると、（N-1)乗根をとります。○乗根とは、○乗するとそ

の数になるような数です。たとえば８の３乗根は２です。２を３乗すると８になります。 

一般化すると 

等級間倍率＝（最上位等級の下限額／最下位等級の下限額）の（N-1）乗根 

となります。 

この数字を使って、下限値はひと等級上がるごとに約 1.11 倍に設定します。正確に 1.11 倍というと非常に

細かい数字になるので、1,000 円未満を四捨五入するなどしても良いでしょう。 

  

３．各等級の下限値と上限値を決める 

最後に各等級の下限値と上限値を決めます。 

下限値は上述のとおり、ひと等級上がると 1.11 倍に設定します。 

上限は下限の 1.5 倍にします。したがって上限値も、ひと等級上がると 1.11 倍になります。上限が下限の 1.5

倍である理由は、同じ仕事をする人でも成果には個人差があり、それは最大で 1.5 倍程度と思われるからで

す。 
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これで完成です。簡単すぎてありがたみがないように思われるかもしれませんが、必要以上に複雑なものを

作る必要はありません。 

等級間格差を等倍、「ひとつ上の等級に昇格したら賃金が何円上がるか」という金額は、上に行くほど大きく

なります。つまり等級間格差は累進的になります。 

格差を累進的にする理由は、会社に人選を慎重に行わせるためです。組織は上位の階層になるほど人選を慎

重にしなければなりません。補助職の中から一般職を選ぶのにそれほど神経質になる必要はありませんが、

課長の中から部長を選ぶのに失敗したら大きな混乱が起こります。人選を慎重にさせるために最も効果的な

のは、昇格に伴う昇給幅を大きくすることです。 

  

賃金表の例 

等級 基本給 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

159,000～238,500 

175,000～262,500 

192,000～288,000 

212,000～318,000 

233,000～349,500 

256,000～384,000 

282,000～423,000 

310,000～465,000 

341,000～511,500 

375,000～562,500 

413,000～619,500 

454,000～681,000 

500,000～750,000 

550,000～825,000 

605,000～907,500 

  

5-2．なぜ正社員にだけ賃金改定があるのか 

等級の中で具体的にいくらの賃金を払うかは、成績評価を通して実質的に管理者が決めます。この作業のこ

とを賃金改定と言います。 

1939 年、物価統制令により労働者の賃上げが禁止されました。その例外として容認された「一斉昇給」が定

期昇給の起源です。定期昇給は、最近は賃金改定と呼ばれることの方が多くなりました。 

  

パート労働者の賃金が生活保護の支給水準よりも低いことが問題になっています。たしかに法定労働時間の

上限（月間 173 時間）を働いても生活できないとしたら、「市場の失敗」（市場メカニズムが資源配分を歪め

る）の典型といえます。 

正社員とパートの間の最大の処遇格差は、正社員にある賃金改定がパートにはないことであるといえましょ

う。パートに賃金改定がないのは、教育訓練が行われないからです。どこの職場でも、正社員には新入社員

研修を始めさまざまな教育が行われますが、パート社員は採用初日から現場に立たされます。 

能力にはマナーやパソコンのようにどこの会社でも通用する能力と、自社の製品の特徴や機械の使い方のよ

うにその会社でしか通用しない能力とがあります。このうちどこでも通用する能力に関する教育は、会社に

とって必要でありながら、成果が出てきたころに辞められては損をするという悩ましさがあります。そこで

万一辞められても損をしないように、「授業料」相当額を実質的に本人に負担させる意味で、新米のときの賃

金を低く抑えます。新米の時期を過ぎると、その後の教育の成果もあって生産性が向上してきます。それに
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応じて賃金を上げてやらなければ、社員はより高い賃金を払ってくれる会社に転職してしまいます。こうい

う事情があるので正社員には賃金改定が行われます。 

このようなメカニズムはパート社員に働きません。「新入パート研修」というものはないので授業料を徴収す

る代わりに初任給を低く抑える必要がありません。他の教育もないので生産性は向上しません。生産性が向

上しないので、会社が「教育損」をするリスクもありません。だから何 10 年勤めても同じ賃金というわけで

す。 

もちろんこれはパート社員が無能だという意味ではありません。その仕事をする能力は向上しないというこ

とにすぎません。パートにも教育を行うべきだ、あるいは賃金改定をすべきだと主張するものでもありませ

ん。そのようなことを企業に義務付けたら、パートの求人さえなくなってしまうでしょう。 

 

5-3．賃金改定の進め方＿「改定は無理」にならないようにするために 

定期昇給という言葉はどうも評判が悪いようです。その背景には何も貢献しなくても自動的に賃金が上がり、

長く勤めさえすれば高給取りになれる制度であるという誤解があります。 

  

たしかに、賃金は年齢給と勤続給が大部分を占め、あとは役職手当だけというような、極端な年功型の賃金

制度をとる企業もかつてはありましたが、今では少数派です。 

  

ここで紹介する賃金改定は、実は定期昇給です。定期的に行い、原則として増える方の改定のみであり、減

る方の改定は行われないという意味で定期昇給です。ただし増える幅は成績によって差があります。全員一

律ではありません。 

  

定期昇給は次のように進めます。 

  

まず 

 

  成績係数  水準係数 調整係数 

改定額＝改定前基本給× 

S 0.030 

A 0.025 

B 0.020 

C 0.015 

D 0.010 

× 

1.6 

1.3 

1.0 

0.7 

0.4 

×α 

  

昇給額＝前年度基本給×成績係数×水準係数×調整係数 

とします。 

  

成績係数は成績に応じて決まる係数です。次のようにします。 

  

成績 係数 

S 

A 

B 

C 

D 

0.030 

0.025 

0.020 

0.015 

0.010 

水準係数は昇給前の賃金が等級内で相対的に高いか低いかによって決まります。低い人は早くその等級の標
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準的な賃金に追いつけるようにし、高い人は標準的な賃金から大きく乖離しないようにするための仕組みで

す。 

  

具体的には、各等級の上限値と下限値の間を 5 等分します。そして下から順に次のような係数を設けます。 

区分 係数 

第一・20％ 

第二・20％ 

第三・20％ 

第四・20％ 

第五・20％ 

1.6 

1.3 

1.0 

0.7 

0.4 

  

調整係数は昇給額を予算に適合させるための仕組みです。昇給額を「改定前基本給×成績係数×水準係数」

だけで計算するとしたら、全社的な昇給額が原資に適合するとは限りません。原資が多すぎる場合も出てく

るでしょうし、少なすぎる場合も出てくるでしょう。そこで調整係数を噛ませます。「改定前基本給×成績係

数×水準係数」まで計算した段階で出てくる数字が仮に昇給予算の 1.5 倍であったなら、調整係数②は 1÷

1.5 の 0.67 とします。調整係数をどうとるかによって、その年の賃上げ率が決まります。 

  

もちろん、等級の上限を超えては昇給させません。 

 

5-4．なぜ降給がないのか 

「定期昇給はもう古い」という言葉がよく聞かれます。それでは何が新しいのかという問題があります。「も

っと貢献度に見合った賃金を」ということもよく言われます。たしかに「会社全体の成果がこのくらいで、

そのうち X さんの貢献度は○○％、Y さんの貢献度は○○％」というものを特定できる仕組みがあるならば

理想です。しかしそういう仕組みはありません。あれば何も問題は起こりません。ないからいろいろ考えて

きた結果が定期昇給です。たとえばアメリカの標準的な賃金制度も、賃金改定に降給はありません。 

  

職務内容で等級を決める。等級の中での具体的な金額は評価と経験年数に依存して決まるという仕組みは、

「当たらずとも遠からず」の妥当な賃金を決める仕組みとして、いまある中では最良のものです。 

  

「賃金改定ではどうして増える一方で、減ることがないのか」とよく聞かれます。それは普通に働いている

人に、給料を下げなければならないような理由は通常発生しないからです。「SABCD の 5 段階評価で、D は

減給」という制度を作ることは簡単です。しかしそんな制度を作っても、実際には D を容易に出せません。

昇給するのであっても D は出しにくいのに、ますます形骸化するだけです。 

  

職務怠慢であるとか、規則違反を行ったとかいう場合には減給が相当ですが、これは評価ではなく懲戒とし

て行うべきものです。どうにもならない能力不足の人がいるとしたら、それは 1％や２％賃金を減らせば解

決するというものではありません。おそらく 10％減らしても解決しないでしょう。定期昇給の日を迎えるま

で会社で生き残ってこられた人は、最低でもいくらかの成長をしているはずで、昇給に値します。 

  

アメリカは解雇規制が非常に緩い国です。解雇さえ簡単にできるとしたら、賃金カットはより頻繁に行われ

るはずです。しかし実際には、賃金カットはめったに行われません。 

イエール大学の経済学者トルーマン･ビューリーは、経営者に対してアンケートを行いました。その結果、経

営者は従業員が賃金カットを侮辱と捉え、そのために企業への帰属意識を失って、従業員のモラルが低下し

てしまうことを恐れていることがわかりました（ノルベルト・ヘーリング、オラフ・シュトルベック『人は
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お金だけでは動かない』NTT 出版、2012 年）。 

  

全員一律の賃金カットと賃金改定における降給は違いますが、下手に賃金を下げると、やる気はそれ以上に

落ちてしまいます。 

 

5-5．初任給をどう決めるか 

初任給の決め方は次のとおりです。 

  

新規学卒者（新卒で入社する人）の場合、初任給は世間的に相場が形成されており、厚生労働省の WEB サイ

トで調べると簡単に知ることができます。他社との競争があるのに、わが社だけそれより低い金額を提示し

ていては人材を獲得することはできませんから、相場に合わせます。 

  

等級を決め、その中での具体的な金額は世間相場に合わせます。このとき、同じ年齢で、先に入社した社員

を追い越してしまうようなことは避けなければなりません。そのときは先輩の方の賃金を上げます。 

  

新規学卒者でも初めから高度な仕事を任せられるような人もいるでしょうが、一般職としての等級からスタ

ートさせます。たとえば技術職における、その分野の博士号取得者などは、初めから重要な仕事を任せられ

る可能性が大きいはずです。それでも、第１に会社側は完全に彼女または彼の能力を把握していません。第

２に、彼女または彼は専門分野の知識こそ豊富でしょうが、業務遂行に関する一般的な知識は持っていませ

ん。それなのにいきなり抜擢することはリスクが大きすぎます。もちろん、上位等級の仕事を十分任せられ

ると判断したときは、早い昇進を躊躇する必要はありません。 

  

欧米では出身大学の銘柄によって初任給に差をつけることが一般的ですが、日本でこれをやるのは早すぎま

す。日本はドイツと並んで、世界的に見ても学歴主義が希薄な社会です。しかも年々希薄化しています。こ

ういう社会で、出身校の銘柄によって初任給に格差をつけることは受け入れられません。 

  

経験者採用の場合も、まず等級を決めます。そのうえで経験や実績、既存社員とのバランスなどを総合的に

考慮して決めます。 

  

明治学院大学の黒澤昌子教授は、転職者の、関連経験年数（転職後に担当する仕事に関連する仕事を過去に

経験した年数）の効果について調べました。その結果、関連経験年数が長い従業員ほど、企業側の満足度が

高くなる（「採用して良かった」と思う）一方で、従業員側の満足度が低くなる（「入社しない方が良かった

かも」と思う）ことを明らかにしました（佐藤博樹･玄田有史編『成長と人材』勁草書房、2003 年）。このこ

とは従業員が持つ経験が、企業にとって役に立っているにもかかわらず、賃金には十分反映されていない可

能性を示しています。 

  

経験を初任給に十分反映しているかどうか、考えてみる必要があります。 
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6. 昇進は最大のインセンティブ 

 

6-1．昇進は最大のインセンティブ 

昇進は労働者にとって最大のインセンティブ（頑張る理由）です。いくら実力主義の賃金制度といっても、

昇給や賞与をより多く獲得することに血道を上げているとみえる社員はほとんどいません。 

  

昇進が最大のインセンティブである理由の第 1 は、昇進しなければ賃金が大幅に増えないことです。成績 A

を取れば B を取ったよりも多く昇給しますし、多く賞与が貰えます。しかしその格差はわずかなものであり、

A と B の間にある努力の違いを購うほどのものではありません。さらに、A の方が B よりも多いということ

は確かですが、どのくらい多いのかはその時の会社の業績や景気次第であり、不確実です。これに対して昇

進は昇給や賞与よりも格段に大きな賃金上昇を伴いますし、どれだけ賃金が上昇するのかも比較的正確に予

想できます。努力に対する、金銭的に主たる報酬は昇進という形で与えられます。 

  

第 2 に、昇進は組織の中での発言権や地位、裁量権が拡大することであり、賃金と切り離してこの事実だけ

を見ても魅力的な報酬です。 

  

第 3 に、ある職位から上の職位への昇進は、さらに上の職位への挑戦権を得ることでもあります。競争に勝

利できるかできないかにかかわらず、希望を持てること自体が報酬です。 

 

6-2．昇進が組織への広汎な貢献を意識させる 

評価制度のセミナーや社内説明会で繰り返し聞かれることのひとつに、「評価項目にないことは無視しても良

いのですか？」というものがあります。答はもちろん「NO」です。 

  

日常起こりうるすべての場面について「こういう場合はこう対処したか」というような評価基準を設けるこ

とは不可能であり、評価すべきすべての事象を網羅した評価制度というものはあり得ません。これはおそら

く本質的に克服不可能な問題でしょう。それでも、挨拶もできないような人が出世できるはずがありません。 

  

従業員が、評価項目以外のことを無視すべきでない理由は昇進にあります。 

  

賞与や昇給では通常、評価項目以外のことはいっさい考慮されません。評価項目にないことも考慮するので

は、何のために評価制度や賃金制度を設けたかわからないからです。 

  

しかし昇進においては違います。昇進には「○期連続で A を取ったら昇進」とか、「最近○期間の平均点が○

○点以上なら昇進」とかというような明確な基準はありません。誰の評価が何点で、どの評語をとったかと

いうこと自体が公開されていません。昇進は、いわば会社の好きなようにできてしまいます。それだけに社

員は「評価項目にあることさえやれば、あとは何もやらなくて良いのだ」と思うことはできません。 

  

また昇進は候補者が絞り込まれているので、評価項目にない要素についても多角的に検討することができま

す。このことがむしろ効率的でさえあります。たとえば新興国との激しい競争にさらされ、知的所有権紛争

にも巻き込まれて潰れかかっていた部門を建て直し、ようやく収支トントンの状態まで持ってきた X 部長と、

政府によって保護された市場で安定的な利益をあげてきた Y 部長とがいたとします。あらゆる財務的指標で

みて Y 部長の方が良好で、賞与や昇給などのための、定期的な評価にける成績も上だったとしても、本質的

な意味での業績は X 部長の方が顕著であり、取締役に昇進させるならば X 部長の方が、優先順位が高いはず
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です。ここで杓子定規に過去の成績だけで昇進を決めるような経営者は賢明ではありません。 

  

このように昇進は従業員に近視眼的でない、組織へのより広汎な貢献を意識させる効果があります。 

 

6-3．昇進したときの賃金 

昇進した場合の賃金は、昇進した先の等級の下限値と、その従業員が昇格前に受けていた賃金のいずれか高

い方とします。 

  

したがって昇格前に受けていた賃金の方が新しい等級の下限値よりも多い場合は、従来受けていた賃金その

ままであり、昇進に伴う昇給はありません。昇給前に受けていた賃金が新しい等級の下限値よりも低い場合

は下限値まで、昇進に伴う昇給があります。 

  

昇進に伴う昇給がない人でも、昇進すれば次回の賃金改定の際の水準係数（改定前の賃金の多寡による係数。

賃金が低いほど大きい）が上がります。昇進しなかった場合に比べて賃金の上りが大きくなりますし、上限

値も高くなります。けっしてメリットがないわけではありません。昇進は最大のインセンティブです。メリ

ットのない昇進はありえません。 

  

昇進には 2 種類あります。上位の職務に欠員が出て補充する場合と、市場や技術の変化に伴って、同じ職位

であっても職務の内容が高度化した場合です。「能力主義」ではないので、たとえ能力が伸長したとしても、

仕事が変わらないのに昇進することはありません。上記のことがなければ、どれだけ良い成績を継続的にあ

げても昇進はしません。いずれにしても賃金決定は上記のような方法で問題が起こりません。 

  

問題が起こるのは降格させた時です。上位の仕事で務まらないという理由で降格されたのであれば、これは

本人の責任ですから、賃金を降格先の等級の上限まで下げても問題ないでしょう。しかし現在の等級が人員

過剰になったとか、システム化によって簡単になったとかいう理由で降格された場合は、減給して良いかど

うか議論の余地があります。 

  

「効率性賃金」という仮説があります。ひとことでいえば、十分な賃金を支払わなければ、賃金の低さを帳

消しにして余りあるほど労働者の意欲が失せて、収益はかえって悪化するという考え方です。しかし何が十

分な賃金であるかは個別の労働者の能力や取り巻く経済情勢によります。有能な労働者であれば、辞めても

再就職先はいくらでもあるので、「こんな会社辞めてやる」と思って、手抜きやサボりを行う可能性もありま

す。それほど有能でない人は、「給料を減らされても、雇ってもらえるだけありがたい」と思うかもしれませ

ん。 

  

1990 年代中盤までの日本であれば、世界でも例外的に失業率が低く、退職することに今ほどの勇気は必要と

しませんでした。そういう状況では「十分な賃金」の水準が高かったでしょう。しかし最近の雇用情勢は当

時とは全然違います。解雇を回避するための配置換えやそれに伴う降給であれば、従業員の理解が十分得ら

れるはずです。 

 

6-4-1．昇進をインセンティブにすることの副作用＿ピーターの法則 

昇進は最大のインセンティブです。しかし意図するとしないにかかわらず、昇進をインセンティブとして利

用することには副作用もあります。 

  

「階層社会では、すべての人は昇進を重ね、おのおのの無能レベルに到達する。」これは｢ピーターの法則｣と

呼ばれる命題です。南カリフォルニア大学教授のローレンス・J・ピーター博士が提唱しました。 
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会社や役所は階層社会の典型です。たとえば部長は課長たちの中から選ばれます。課長として十分実績を上

げた人は昇進して課長クラスを離れ、実績を上げられなかった人だけが課長クラスに残ります。その結果、

課長クラスは課長を務める能力がない人達で占有されます。課長たちは係長クラスにいた方が会社に貢献で

きた、というわけです。 

  

ピーターは、窓のブラインドがきれいに同じ高さにそろっているかどうかが最大の関心事である校長、「安全

のため書留で再送してください」といって書類を送り返してきた役人などの例をあげています。 

  

やはり階層社会の典型である大相撲をみると、ピーターの法則が見事に成り立っているように思えます。横

綱･大関のほとんどは昇進後、優勝争いに絡まずに現役を引退します。あるいは日本の総理大臣も、極めて短

期間で交代するところをみると、やはり法則を証明しているように思えます。 

（参考文献） 

ローレンス・J・ピーター、レイモンド･ハル『ピーターの法則 創造的無能のすすめ』 

ダイヤモンド社、2003 年 

 

6-4-2．ピーターの法則が成り立つ背景 

ピーターの法則が起こる原因は 4 つあります。第 1 は昇進後の「たるみ」です。いったん昇進するとしばら

くは次の段階への昇進候補にはなりません。今年係長に昇進した人が来年課長に昇進する可能性はまずあり

ません。このためどうしても昇進前のような熱意は出ません。あるいは自分で｢この地位がせいぜいのところ

だろう｣と思う段階まで昇進してしまった人は、上に挑戦する意欲が持てません。 

  

第 2 は昇進後の仕事に対する適性のなさです。よく｢名選手必ずしも名監督ならず｣といいます。営業パーソ

ンとして大きな売り上げを上げた人を営業課長にしても、その人が部下の評価や部門の予算管理が得意であ

るとは限りません。同じ部門での昇進ならまだしも、たとえば企画課長から人事部長へというような、違う

職能への昇進となると、いっそうリスクが高まります。会社としては｢どうせ仕事をするのは下の人だ｣とい

う考えでしょう。事実ピーターも｢仕事は、まだ無能レベルに達していない者によって行われている。｣と言

っています。 

  

第 3 はゴマすりと足の引っ張り合いです。昇進はゼロサム・ゲームです。100％取れるか何も取れないかのい

ずれかであり、中間はありません。こういうゲームでは、高い業績を上げて正当に評価してもらうことより

も、上司にゴマをすったり、同僚の足を引っ張ったりすることの方が戦略として効率的である場合がありま

す。テレビの韓国歴史ドラマでは、登場人物たちは互いに濡れ衣の着せ合いに明け暮れていて、政策論争を

しているところを見たことがありません。 

  

第 4 は事なかれ主義です。昇進がゼロサム・ゲーム（勝者がすべての報酬を獲得し、敗者は何も得られない

ゲーム）であるとすれば、勝ち目のない勝負には参加しないという戦略も合理的になってきます。負けたら

何も貰えないのだから、競争も闘争もしないで穏やかに日々を送るというのも、少なくとも経済的には合理

的な考え方です。｢リスクとインセンティブのトレード・オフ｣と呼ばれる問題です。勝てば天国、負ければ

地獄というような勝負は、勝負に参加することを決めた人には闘争心をあおる半面、そういう勝負自体をリ

スクが大きすぎるという理由で避ける人も多いということです。 

（参考文献） 

清滝ふみ『企業特殊的人的資本投資によるホールドアップ問題とピーターの法則』 

関西学院大学経済学論究、2003 年 

清滝ふみ、熊谷礼子「人事の経済学への応用ー昇進のインセンティブ効果とピーターの法則」 

（伊藤秀史、小佐野広編『インセンティブ設計の経済学』勁草書房、2003 年所収） 
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6-4-3．ピーターの法則への対処 

ピーターの法則を克服するためにはどうしたら良いのでしょうか。 

  

第 1 の、昇進後のたるみに対する処方は｢敗者復活戦｣を設けることです。今年の昇進で漏れた人も、以後昇

進の可能性をなくするのではなく、来年以降昇進する可能性を残しておきます。敗者復活戦を導入すると、

いったん昇進しても安心できません。昇進できなくても直ちにあきらめられません。競争は熾烈になり、か

つ長期化します。その反面、上の世代が延々と競争しており、後に続く世代の番がいつまで経っても回って

こないので、下の世代のインセンティブが下がるという影響もあります。しかしそのことを考慮しても、敗

者復活戦を導入した方が、導入しない場合よりも組織の利益が大きくなると言われています。 

  

第 2 の、昇進後の仕事に対する適性のなさという問題については、滞留期間を長くすることです。たとえば

今まで早ければ 3 年で昇進させていたところを、4 年ないし 5 年にするということです。その分慎重に資質

を見極めます。ただしこの方策には、有能な人を程度の低い仕事に従事させる(宝の持ち腐れ)期間が長くな

るという不利益があります。見込み違いを少なくするという利益とどちらが勝るかは状況によります。何年

長期化するかは個別に判断しなければなりません。 

  

第 3 の、ゴマすりと足の引っ張り合いということについては、昇進のメリットを小さくすることや、ある程

度年功序列的な要素を取り入れることが有効です。職階というのはある意味で身分差別的なものです。賃金

だけでなく座席の位置や椅子の品質にも差異を設けます。賃金格差を今までより小さくすることは、予算の

面でも労働契約の面でも難しいので、身分差別的なものを緩和します。年功をある程度考慮するようになる

と、ゴマすりや妨害行為をしても何にもならなくなります。もちろん、これらの方策はインセンティブをも

低下させるので、諸刃の剣です。どの程度メリットを小さくするか、年功色を強めるかは状況次第です。 

  

第 4 の事なかれ主義への対策としては、昇進の基準を甘くすることが考えられます。ある程度過剰に昇進さ

せます。このような意見には抵抗があるかもしれませんが、確率の低い昇進が事なかれ主義を招いていると

したら、甘い昇進によって失う利益と、従業員の競争意欲を高めることによって得られる利益を比較する価

値はあります。 

（参考文献） 

清滝ふみ『企業特殊的人的資本投資によるホールドアップ問題とピーターの法則』 

関西学院大学経済学論究、2003 年 

清滝ふみ、熊谷礼子「人事の経済学への応用ー昇進のインセンティブ効果とピーターの法則」 

伊藤秀史、小佐野広編『インセンティブ設計の経済学』勁草書房、2003 年 
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7. 手当は必要か 

 

7-1．手当は日本独特のもの 

さまざまな手当があることは日本の賃金制度の特徴のひとつです。一般的に、アメリカの企業には交代勤務

手当、イギリスの企業にはロンドン手当（ロンドンは物価が高いので）くらいしかありません。さらにいえ

ば、「賃金体系」という言葉自体が日本に独特のもので、欧米諸国では基本給（Base Pay）一本なので体系は

ありません。 

  

手当の歴史は古く、大正時代にはすでに始まっています。内務省が 1922（大正 11）年に行った調査には、30

近い手当または付加給付が記されています。第 2 次世界大戦中から戦後にかけて、インフレと労働組合から

の賃上げ要求に対して、企業側が基本給の引き上げでなく手当の新設によって応じたことが、さらに多くの

手当を生み出しました。 

  

現在、日本でも手当は縮小する傾向にあります。厚生労働省の｢平成 22 年就労条件総合調査｣によると、所定

内賃金に占める手当の割合は 14.0％（約 46,000 円）で、5 年前に比べて 1.0％ポイント低下しています。こ

の調査が分類する 14 の手当のうち 12 の手当が、5 年前に比べて支給割合（全企業の何%がその手当を支給

しているか）を下げています。 

  

諸手当を廃止することによって人件費を減らしているというわけではなく、この間に所定内賃金（超過勤務

手当以外の賃金）の総額は増えています。 

 

7-2．通勤手当は必要か 

諸手当の中で最も採用率が高いのは「通勤手当など」で、91.6％の企業がこれを支給しています。しかし通

勤手当は果たして必要でしょうか。 

  

まず、欧米企業は通勤手当を払っていません。それで十分成り立っています。 

  

通勤手当が常識化している理由の一つに、1 か月 10 万円まで非課税であることがあげられます。仮に現在通

勤手当を支給している企業がこれを廃止するとしたら、それによって浮いた人件費を基本給に回すはずです。

非課税枠から課税枠に移すというのは勇気が要るものです。しかし、多くの会社員の限界税率（所得が 1 万

円増えたら、それに課せられる税金はいくらか）は 5％です。通勤手当の年間支給額は平均で約 14 万円です。

これの 5％といえば 7 千円です。通勤手当が基本給に移行しても、可処分所得は年間でこれだけ減るのみで

あり、それほど大きい変化ではありません。 

  

社員は会社が指定した家に住んでいるわけではありません。それなのに通勤費用に応じた賃金を払うという

のは奇妙な話です。それよりはむしろ、能力や成果に応じて払う基本給を拡充させた方が良いでしょう。 

 

7-3．役職手当は基本給で払うべき 

通勤手当に次いで採用率が高いのが「役付手当など」で、82％の企業が支給しています。役付手当を払う根

拠は主に、責任があることと、残業手当が支給されないことでしょう。責任ということに関していえば、役

付者には確かに固有の責任があります。しかし賃金は責任の重さだけで決まるわけではありません。仕事に

要する知識や技能、仕事に伴う精神的・肉体的負荷、作業条件なども重要な要素です。それなのに特に責任

に対してだけ手当を払うというのは責任偏重です。 
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役付手当は実質的な残業手当であるとの見方もあります。しかしそのような意識が定着してしまったら、管

理職にとって残業は義務になります。業務を効率化して残業がなくなったら、役付手当を返上しなければな

らない理屈になってしまいます。これでは本末転倒です。いつまでたっても長時間労働が是正されません。 

  

無論、役付手当を払うならば「知識技能手当」あるいは「負荷手当」というべきものも払うべきだとか、管

理職にも時間管理をするべきだとかいうわけではありません。職務の特性に対応する賃金は基本給であるべ

きだということです。なまじ役付手当というものがあると、部下を管理するとか売上に対して責任を持つと

かいうことだけが賃金の決定要素であるかのような文化が社内にできてしまいます。そうなると高度な知識

を持った技術者や専門職に相応の待遇をすることができなくなります。責任だけでなく知識・技能、負荷、

作業条件など多角的な面から職務内容を評価し、それに応じた基本給を支払うべきです。 

 

7-4．家族手当は「男子結婚手当」か 

役付手当の次に採用率が高いのが「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」で、65.9％の企業が採用してい

ます。採用率が 50%以上であるのは「通勤手当など」「役付手当など」そして「家族手当、扶養手当、育児支

援手当など」の３類型の手当けです。 

  

第 2 次世界大戦中、政府は物価上昇を抑えるために「賃金統制令」を公布し、賃上げを原則として禁止しま

した。その一方で、金額を規制しながらも家族手当を支給することは許可しました。これによって家族手当

は急速に普及しました。 

  

このように家族手当も成立の初期には十分経済的な合理性がありました。当時は家族手当でも払わなければ

従業員が生活できない状況で、生活できなければ労務も提供できません。 

  

現在は終戦直後とはだいぶん状況が変わりました。正社員に限って言えば、基本給だけで生活できないとい

うことはありません。配偶者が家事に専念することも、他に選択肢がないわけではなく、ある意味で選択的

な行動であるといえます。 

  

女性の労働者はたくさんいますが、彼女らが家族手当を受給できる機会はまれで、家族手当はさながら「男

子結婚手当」の観があります。企業が生計費に配慮する必要があるかどうか自体に議論の余地がありますが、

男子の結婚のみに配慮する理由は見当たりません。 

  

他の生活手当では、まず住宅手当は、生活には光熱費や被服費など様々な非選択的支出があるのに、住居費

にだけ配慮する理由がはっきりしません。 

  

単身赴任手当は、それをしなければならない正当な理由があるかどうかを判定するのは非常に難しいことで

す。転勤があることを前提に採用されているならば、たとえば持ち家があるということは理由になりません。 

  

このようにいうと、中高年（私もその一人）の方から猛反発があるかもしれません。しかしこうした生活手

当があるあらこそ、結果的に中高年、特に男性の人件費が割高になり、希望退職の優先順位が高くなってい

る事実もあります。日本では希望退職というと高年齢者優先ですが、アメリカでは短期勤続者優先です。 

  

いずれにせよ、手当という制度は見直すべき時期を迎えているといえましょう。 
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8. 賞与を支給するり理由ははっきりしない 

 

8-1．賞与は日本独特の慣行 

賞与の起源は、江戸時代の商家で年末に丁稚（奉公人である少年。「弟子」の転訛という説もある）や手代（丁

稚より格上の従業員）に払われていた「餅代」にあると言われます。 

  

「お仕着せ」という言葉にこんにちではあまり良い語感がありませんが、やはり江戸時代の商家で、盆に奉

公人に支給されていた臨時給与（もっとも当時の奉公人は基本的に無給）のことをこう呼びました。これが

夏季賞与の起源であると言われます。 

  

賞与という言葉が使われ始めたのは明治時代で、当時は役員と職員にのみ支給されていました。職員はエリ

ートであり、ノンエリートである工員には賞与が支給されませんでした。 

  

大正時代には労働組合運動が盛んになり、工員にも賞与が支給されるようになりました。これによって賞与

が全従業員に支給されるようになりました。ただし職員と行員の間の支給格差はまだ大きく、平均で 7 倍以

上であったと言われます。戦後になって初めて、職員と工員の支給格差が解消しました。 

  

こうした歴史をみればわかるとおり、賞与は日本に特有の慣行です。一銭も支払わなくても労働契約違反で

ないものが報酬の一定割合を占め、それに期待して半年間も働く日本人の姿は、外国人には理解しがたいも

のでしょう。アメリカには「マネジメントボーナス」という制度がありますが、これには明確な支給条件が

あります。 

（参考文献） 

大湾秀雄・須田敏子『なぜ退職金や賞与があるのか』（『日本労働研究雑誌』2009 年 4 月号所収） 

 

8-2．賞与を支給する理由ははっきりしない 

年功賃金や終身雇用には経済的な合理性があり、程度の差こそあれ、先進国には共通してみられる現象です。

しかし賞与には合理的な説明ができないと言われます。 

  

なぜ賞与があるのか、その理由としてまず言われるのがインセンティブ（人を動かす力）効果です。一所懸

命働けば会社の業績が上がり、一人あたりの賞与額が大きくなる。さらに同僚と比べても目覚ましい働きを

すれば、査定によって平均以上の賞与が貰える。だから社員は手抜きやただ乗りをせずに働くのだという説

明です。 

  

一定の説得力はあるように思えますが、いくつかの疑問があります。まず社員が「努力すれば会社がきっと

認めてくれるはずだ」と思う度合は小さな企業ほど強いでしょう。社員が何万人もいる大企業で、全員を公

平に評価できるわけがありません。 

  

また「私が頑張れば会社はきっと良くなる」と思う度合もやはり小規模企業ほど強いはずです。そうであれ

ば、小規模企業ほど賞与を重視するはずです。 

  

しかし統計的にみると、賞与の絶対額も月例給与に対する倍率も、大規模企業ほど大きくなっています。ま

た、賞与がインセンティブ効果を持つならば、諸外国もこれを導入するはずです。 
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賞与がある理由として言われることの第２は、人件費を変動費化する効果です。「これくらいの仕事をする人

にはこれくらいの年収を」という金額をすべて月例給にしてしまったら、不況の時には直ちに整理解雇をし

て人員を減らさなければならなくなります。賞与が緩衝材の役割をするので社員は失業せずに済み、会社は

投入した教育訓練費用を無駄にしなくて済んでいるという説明です。 

  

しかし雇用調整に相当するような人件費調整機能を、はたして賞与は持っているでしょうか。もちろんどの

企業でも賞与と会社業績はある程度連動させています。しかしそれは限定的であり、年間の人件費総額を 10%

も 20％も調整するようなものではありません。私も計量経済モデルを使って企業業績と賞与の関係を分析し

たことがありますが、両者の間に統計的に有意な関係はほとんどみられませんでした。 

  

このように、はっきりした理由がないながらも、日本ではまだほとんどの会社が賞与を支給しています。十

分な年収水準を維持していても、賞与を支給しなければ、社員からは「ウチの会社は賞与もない」と見えて

しまうことでしょう。 

（参考文献） 

大湾秀雄・須田敏子『なぜ退職金や賞与があるのか』（『日本労働研究雑誌』2009 年 4 月号所収） 

 

8-3．賞与をどう配分するか 

では賞与をどのように配分するか、一例として表に示したような方法があります。「個人別賞与支給額＝月例

賃金×成績係数×調整係数」です。 

  

賞与配分の例 

氏名 
月例賃金 成績 

成績 

係数 

賞与支給額 

(仮) 

賞与支給額 

（決定） 

a  b a×b a×b×3.13 

アリス 

ボブ 

キャサリン 

ディック 

エレン 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

500,000 

S 

B 

A 

D 

C 

1.4 

1.0 

1.2 

0.6 

0.8 

420,000 

350,000 

480,000 

270,000 

400,000 

1,314,600 

1,095,500 

1,502,400 

845,100 

1,252,000 

合計 2,000,000   1,920,000 6,009,600 

 (注) ①賞与支給額＝月例賃金×成績係数×調整係数 

②成績係数は S＝1.4、A=1.2、B＝1.0、C=0.8、D=0.6 

③3.13 は調整係数。平均で月例賃金の 3 か月分支給する方針。 

  

表中の成績係数は一例であり、実際には各企業の方針により決定します。こういうものに正解はありません。

もっと拡大的であっても縮小的であっても構いません。ただ、私がいろいろな企業に提案してきた限りでは、

この数字が一番好まれます。 

  

調整係数は支給額を原資に適合させるためのものです。賞与支給の都度決めます。いったんこれを 1.0 とし

て仮の支給総額を計算します。 

  

次に調整係数＝１.0 であるときの「支給原資÷支給総額（仮）」を計算し、これを最終的な調整係数とします。 

  

表では原資を月例賃金の 3 か月分としました。月例賃金の総額は 200 万円です。これの 3 か月分である 600
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万円が支給原資です。これに対して支給総額(仮）の合計は 192 万円です。調整係数は 600÷192 で 3.13 と

なります。 

  

少数第 3 位で四捨五入しているので、最終的な支給総額はぴったり 600 万円にはなりませんが、問題にする

べき誤差ではありません。 

調整係数は賞与支給のつど変わるものの、そのつど社員全員に同じ値を適用します。 

 

8-4．賞与の算定基礎賃金は基本給だけであるべきか 

「月例賃金」のところにどこまでの範囲を含めるかは、個々の会社の考え方によります。私の考えは「通勤

手当を除くすべての賃金」です。当然残業手当も含みます。ただし不合理な手当は月給の段階で廃止するこ

とが条件です。 

  

「賞与の算定基礎は基本給のみ」という意見におそらく大方の賛成が集まることと思いますが、私は必ずし

も賛成しません。賞与においてだけ、ことさら基本給にこだわる理由がないからです。 

  

たとえば「家族手当は仕事に関係ないから外す」という意見が予想されます。仕事に関係ないならば、家族

手当が本当に必要かどうかというところから議論すべきです。「賃金は労働の対価だ」というのなら（私も全

面的にそう思います）、むしろ月例給から先に家族手当を廃止すべきです。 

  

賞与の算定基礎に残業手当を含めることには、いっそう大きな反対があるでしょう。しかし残業手当が支払

われているということは、必要な労働であり、いわゆる「生活残業」ではないと会社が認めたということで

あり、それに応じた貢献がなされているはずです。現にアメリカの、賞与に似た制度である「ゲインシェア

リング」では、算定基礎額は対象期間の、残業手当も含む総賃金です。 

  

残業手当のことを法律用語では「割増賃金」と言いますが、これを割増ではなく「割減賃金」だと言う意見

もあります。賞与が算定基礎に入らないために、残業をまったくしなかった人とした人の、年収を労働時間

で割った 1 時間あたりの賃金を計算すると、残業をした人の方が少なくなるからです。このような状態は合

理的ではありません。 

  

要するにどんな手当であれ、合理性があるものは賞与でも算定基礎に入れるべきです。合理性がないものは

賞与に限らず月例賃金からも廃止すべきです。 

 

8-5-1．賞与原資の決め方＿賞与原資の決定式 

賞与原資決定を決めるとき考慮すべきものは、主に自社業績、世間相場、自社過去の支給実績の３つです。 

形式上は任意で支給するものである以上、自社の業績を考慮することは当然です。しかし賞与はある程度労

働の対価としての性格も持っています。そうであれば世間相場や自社の支給実績にも配慮しなければなりま

せん。 

  

賞与原資決定の算式として私がお勧めするのは 

  

賞与原資＝会社業績スライド分×0.5＋世間相場スライド分×0.5 

  

というものです。 

 



 

43 

8-5-2．会社業績スライド分の求め方＿ラッカープラン 

会社業績から見て妥当な賞与原資を算出する方法のひとつとして、ラッカープランという方法があります。

アメリカの経営学者アレン・ラッカーが考案しました。一言でいえば、賞与算定期間を通した労働分配率を

事前に決めておき、これに対して余った人件費を賞与原資とする方法です。 

ラッカープラン例 

 例  

a.予定労働分配率 65% 期初に決定。過去 5 年間の実績平均など。 

b.加価値の実績 ¥500,000,000 

営業純益(営業利益－支払利息等)＋役員給与＋役員賞与＋

従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費＋支払利息等＋動

産・不動産貸借料＋租税公課 

c.予定人件費 ¥325,000,000 a×b 

d.人件費実績 ¥300,000,000 基本給、諸手当、福利厚生費など。 

e.賞与原資 ¥25,000,000 c-d 

  

①予定労働分配率 

 まず事前に（賞与原資算定の対象になる期間が始まる前に）予定労働分配率というものを決めます。 

  

労働分配率とは「人件費÷付加価値」の値です。人件費や付加価値については後述します。 

  

予定労働分配率は目標ではありません。目標というものは、達成できるかできないか微妙なもののことを言

いますが、予定労働分配率は「これに対して余った分は従業員の賞与に回す」というものですから、過去の

実績からみて十分余剰が出る値にします。具体的には過去５年間の平均値からスタートするのが良いでしょ

う。ただしいつまでも過去の平均値を使っていては労働分配率が下がらず、会社が成長しませんから、毎年

少しずつ下げて行きます。 

  

②付加価値 

 付加価値とは企業が生み出した価値のことです。たとえばパンは、ある意味では小麦粉の塊です。しかし同

量の小麦粉よりはるかに高い値段で取引されます。この小麦粉とパンの価格差は企業によって生み出された

ものであり、付加価値です。しかしこのような概念的な定義では付加価値の金額を特定できないので、実務

上は 

  

付加価値額＝営業純益(営業利益－支払利息等)＋役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生

費＋支払利息等＋動産・不動産貸借料＋租税公課 

  

という算式で計算します。 

  

もっとも付加価値に統一的な定義式はありません。これは財務省・法人企業統計方式と呼ばれる算式です。 

  

③予定人件費 

  

人件費＝役員給与賞与＋従業員給与賞与＋福利厚生費 
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です。付加価値に予定労働分配率を掛けたものを予定人件費と言います。「予定」といっても付加価値が決ま

らなければ算出できないので、その意味で期末に事後的に決まる値です。 

  

 

④賞与原資（会社業績スライド分） 

 予定人件費と実際にかかった人件費との差額が、賞与原資の会社業績スライド分です。 

  

新しい方法を取り入れるのは勇気が要るものですが、ラッカープランは半年間（賞与算定期間）の労働分配

率を予定労働分配率と一致させようとする仕組みです。予定労働分配率を自社の実績並みに定めるならば、

事後的な労働分配率も当然実績値並みになります。その意味ではそれほど大きな変化ではありません。この

方式で賞与原資の半分を決めます。 

（参考文献） 

笹島芳雄『アメリカの賃金･評価システム』日経連出版部、2001 年 

 

8-5-3．世間相場スライド分の求め方 

世間相場スライド分とは、各種の統計に表れる世間相場に連動する分です。全産業平均、同規模平均、同業

種平均など、いずれににスライドさせるかは会社の方針によります。 

  

自社の業績と連動性が強いのは同業平均なので、数字が得られるならばこれをお勧めします。適当な業種分

類が見つからない場合は、全産業や同規模の平均にスライドさせます。厚生労働省の毎月勤労統計調査によ

ると、2012 年夏季賞与の、全規模（ただし従業員 5 人以上）・全産業の平均支給額は約 36 万円です。 

  

しかし、今までたとえば 50 万円前後払ってきた会社が、いきなり 36 万円に連動させるわけにはいきません。

これでは賞与が激減してしまいます。そこで約 5 年間の、指標（この場合全規模・全産業平均）に対する自

社の支給額の平均倍率を求めます。これを指標に掛けた値を世間相場スライド分とします。 

  

指標が 36 万円で実績が 50 万円であるならば、倍率は 50÷36 で 1.39 倍です。この会社では「世間相場スラ

イド分＝全規模全産業平均×1.39」ということになります。これで賞与原資の半分を決めます。 

 

8-5-4．賞与の最低支給基準 

以上で述べてきた方式で機械的に原資を決めると、主として会社業績側の要因により、賞与原資が大きく変

動します。 

  

好況の時はこれを粛々と払えば良いでしょう。会社業績スライド分は全体の半分だけですから、儲けをすべ

て従業員に還元することにはなりません。 

  

問題は不況の時です。賞与とて、業績が悪いからと言ってどこまでも下げられるわけではありません。限度

を超えて下げてしまうと、賞与を減らした以上に従業員のやる気が下がってしまい、悪循環に陥ります。 

  

そこで「最低でも所定内給与の○○か月分は支給する」というハードルを決めておきます。 

無論、決めたからと言って無尽蔵に支給できるわけではありませんから、算式で単純に決めた額がハードル

をあまりにも大幅に下回った時や、長期にわたって下回り続けたときは、人員を減らさざるを得ません。 
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9. 評価はなぜメチャクチャなのか 

 

9-1．文句のつけどころがない評価はあり得ない 

私事で恐縮ですが、以前、ある専門学校で非常勤講師を務めました。その中で最も厭わしかったのが受講生

の評価をする仕事です。担当したのはファイナンスですが、基本的に試験とレポートの点数で成績をつけま

した。たとえば試験では「確実性等価」を「確実同値額」と書いてくる人もいました。許容されるかどうか

調べなければなりませんし、一人を正解にしたら他の人も正解にしなければならないので、覚えておかなけ

ればなりません。 

  

レポートは、表面的な優劣をつけることはむしろ試験より容易でした。しかし明らかにコピペ（インターネ

ットからの丸写し）と思われる記述に悩まされました。証拠がないので失格にできません。外国人の受講生

は英語で書いてくるので、そうなるとコピペはもちろん術語の誤りにも気付きません。公正に評価している

つもりですが、毎期必ず「どうして私が B なんですか」という問い合わせが来ました。正直、「評価手当」と

もいうべきものが欲しいと思いました。 

  

答案用紙とレポートの中で完結している、学力の評価でさえこれほど難しいのですから、人事の評価は尚更

です。よく「うちの会社の評価はメチャクチャだ」という人がいます。しかし、仕事で日常起こりうる状況

というものは無限であり、それらをすべて紙に書き、「こういう場合はこうせよ」という処方まで書くことは

不可能です。仮に書いたら何百ページにもなって、誰も読めません。したがって誰からも文句のつけどころ

がない、○×式試験のような評価基準を作ることは不可能です。 

  

また上司は複数いる自分の部下を四六時中監視しているわけにはいきません。たまたま良い場面あるいは悪

い場面だけを目撃する可能性は大いにあります。自分の目で見なかったら、いい加減な情報をつかまされま

す。このため上司が誠心誠意公平に評価した結果、「どう考えても A さんの方が貢献しているのに、この評価

では B さんの方が高得点になってしまう」ということが頻繁に起こります。 

 

9-2．評価の信頼性 

メチャクチャとは、評価の結果に信頼性がないということでもあります。高橋潔・神戸大学教授は、人事評

価において考えるべき信頼性は「安定性」と「評価者間信頼性」であると述べています。 

  

安定性とは、同じ評価者が、今日 50 点と評価した行動を来週は 40 点や 60 点と評価することはないかとい

うことです。 

  

評価者間信頼性とは、同じ行動を、C 部長が評価したら 50 点で、D 課長が評価したら 70 点というようなこ

とがないかということです。スポーツの判定や文学賞の選考を見てもわかるとおり、これらの不安定性を完

全に排除することは不可能です。 

（参考文献） 

高橋潔『人事評価を効果的に機能させるための心理学からの論点』（2011 年、日本労働研究雑誌 617） 

 

9-3．理不尽さを受け入れよう 

しかし評価を行わず、売上や出来高によって賃金を決めるのが良いというわけではありません。歩合制や出

来高制は「1 時間働くならこの仕事が一番儲かる」というものにしか人を動かしません。また数字でしか賃

金が決まらないならば、人は上司や同僚からの自分の評判を気にする動機がなくなり、協調性がなくなって
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しまいます。実際、世の中には評判を気にする必要がない仕事もあります。しかしそういう会社の雰囲気は

独特で、どの会社でも通用するものではありません。 

結局、ある程度の理不尽さは受け入れたうえで、それを縮小させるよう努力するというのが、正しい評価の

あり方といえます。小池和男・法政大学名誉教授は「高度な作業の働きぶりは（中略）とうてい数値で表わ

せず、仕事をよく知る人の『主観的』な判定によるほかない（中略）。主観ゆえに、ある程度の恣意性はやむ

を得ない（中略）。その上で、その恣意性をなるべくすくなくする方策を考えるほかないだろう」と述べてい

ます。 

（参考文献） 

小池和男『日本産業社会の神話』2009、日本経済新聞社） 

 

9-4．人事評価からパフォーマンスマネジメントへ 

近年「人事評価からパフォーマンスマネジメントへ」ということが言われています。評価の目的が、処遇を

決めることから、人の能力を開発したり、成果を促す行動を促したりすることに転換してきているという意

味です。前出の高橋潔氏は、「人事アセスメント 3.0」ということを提唱しています。勤怠・勤続の記録を中

心とする「人事アセスメント 1.0」から、成果や行動の評価によってインセンティブを与える「人事アセスメ

ント 2.0」を経て、業績のコーチングやパフォーマンスのマネジメントに資する「人事アセスメント 3.0」へ

という流れです。 

  

たしかに、この連載の初回でも述べたとおり、いまや 40 歳以上の層はほとんど昇給がありません。昇進はさ

らに少なく、定年まで平社員という人も珍しくなくなりました。賞与は残っているものの、賃金以上に速い

テンポで下がっています。あるかないかわからない昇進や、僅かばかりの賞与格差のために血道を上げては

いられないという感覚を持つ人も増えてきました。決めるべき処遇のメニューが限られてきています。 

  

それでは評価における不条理を小さくするために何ができるのか、成果を促す評価とはどういうものなのか、

これについて次回以降考えてゆくことにします。 
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10. 評価の理不尽を解決するには 

 

10-1．評価の理不尽さを取り除くには 

先月号のこのページでは、誰からも欠陥を指摘されないような評価はありえない。ある程度の理不尽さは受

け入れたうえで、それを小さくする努力をするしかないということを述べました。今回は理不尽さを小さく

するために何ができるのかについて考えてみます。 

  

評価で悩んでいる会社をみると、問題は①評価する人の負担が大きい、②評価基準に問題がある、③社員の

反応が好ましくない方向に出る、④評価される側の不公正感の 4 点に概ね集約できます。これらはけっして

解決不可能ではありません。 

 

10-2．評価者の負担が大きすぎる 

「評価している時間があったら、その分仕事をした方が良い」という意見があります。しかし評価者にとっ

て大きいのは、時間的な負担よりもむしろ精神的な負担です。 

ひと口に評価と言っても、その作業は採点をしたり ABC を決めたりすることだけではありません。部門の目

標を決めて、それを受け入れるよう上司や部下を説得したり、個人に目標を割り振ったり、結果をフィード

バックしたりすることも含まれます。評価者にとって負担なのはこれらの作業です。自分が設定する部門目

標に対して、上司は常に「低すぎる」と主張するインセンティブを持っていますし、部下は逆に「高すぎる」

と主張するインセンティブを持っています。部下が立てた個人目標に対して、「それはだめだ」と言わなけれ

ばならないときもあります。フィードバックは成績が良い人だけでなく悪い人にも、自分との関係が良い人

だけでなく悪い人にもしなければなりません。これらのことは考えただけでも憂欝になることでしょう。 

  

評価者の負担を軽減する方策としては、まず事務的な作業は徹底して人事部が行うことです。評価シートの

取りまとめやスケジュール管理など、評価者でなくてもできることはすべて人事部が行います。評価シート

は電子化して、合計点や加重点などは自動計算されるようにします。 

  

次に、基本的なことですが、評価期間が始まる前に全社目標を決めることです。評価対象期間が始まっても

全社目標を設定しない会社があります。全社目標がない状態で立てる部門目標というのは、ある意味で部門

長が勝手に立てた目標ということになり、そこに抵抗の余地が生じます。全社目標を受けた形の部門目標で

あれば、部門長に文句を言っても仕方がありません。 

  

それから評価基準をできるだけ客観的なものにすることです。たとえば「意欲的か」ということについてフ

ィードバックすることは憂鬱ですが、目標達成率が何パーセントであったかについてフィードバックするこ

とはそれほど憂鬱ではありません。 

 

10-3．評価基準が不適切 

前回このページで述べたとおり、日常起こりうることは無限であり、それらをすべて評価基準書に盛り込む

ことは不可能です。重要ないくつかの項目に絞り込むしかありません。さらに、評価者には観察できない要

素もあります。たとえば「折衝力」や「判断力」といったものを評価基準に含んでいる会社があります。こ

れらが観察可能であるかどうかは疑問です。 

  

重要であり観察可能であることに絞り込んだ評価制度とはどういうものかというと、少なくともいま確立さ

れている評価制度の中では、MBO（目標と自己統制による管理）が最も有力でしょう。MBO はそれぞれ異
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なる個人の仕事の中で、重要で達成度が測定できるものを選んで評価基準にする方法です。 

  

MBO に限らず、どのような評価制度であっても、設計や運用にはトップの積極的な関与が不可欠です。これ

は評価一般ではなく MBO に限った話ですが、トップの関与が高いケースでは生産性上昇率が 56％、関与が

低いケースでは 6％であったという研究結果があります 。 

（参考文献） 

『高橋潔『人事評価の総合科学』（2010） 

 

10-4．社員による好ましくない反応 

アメリカのある市で、議会が警察の評価指標としてパトカーの走行距離を用いたために、警察官が一日中高

速道路を行き来していたという話があります 。旧ソ連では、ややマユツバものですが、鉄工所の評価を製品

の重量で行ったために、工場が巨大な 1 本の釘を作ったという話があります 。 

  

MBO ではよく、達成率を上げるために、社員があえて低い目標を立ててくるということが言われます。愚か

なことのように思えますが、社員にしてみれば、自分がやらなくても同僚がやるかもしれませんから、やる

のが合理的な行動です。 

  

こうした問題行動にはたいていの場合解決策があります。MBO の話で言えば、難度をかませて「難度×達成

率」で評価するようにすれば済む話です。それができないのは会社が、いったん決めた評価指標を改定する

のは恥だという意識を持っているからです。大幅な改革を毎年やることは好ましくありませんが、小さな改

善なら毎年やることもけっして恥ではありません。 

（参考文献） 

スティーブン・P・ロビンス『組織行動のマネジメント』（2009、ダイヤモンド社） 

ポール・ミルグロム、ジョンロバーツ『組織の経済学』（1997、NTT 出版） 

 

10-5．評価される側の不公平感 

どれほど公正に評価しようとも、低く評価された人が不公正感を持つことは避けられません。高く評価され

た人は満足しており、差し引きすれば満足感の方が勝っているかもしれませんが、それだから不公正感を放

置しておいて良いということにはなりません。 

評価の結果に対する不満を小さくするためには、①評価の前に被評価者から意見を求めること、②評価面接

で評価者・被評価者とも十分に意見を述べること、③異議申し立てができること、④評価者が被評価者の仕

事の内容をよく知っていること、⑤一貫した評価基準を用いることなどが有効であることが明らかになって

います 。 

  

先に述べたことと関連しますが、評価者の負担で大きいのは精神的なものなので、逃げ道はいい加減にやる

ことでなく、面接やフィードバックそのものを行わないということになりがちです。目標説明の実施率は高

いが、面接と結果の通知は、（規則で定められていても）すべての評価者が実行しているわけではないという

研究結果があります 。人事部は評価の過程が正しく行われているかどうか、定期的に検査する必要がありま

す。 

（参考文献） 

柳澤さおり『目標管理とその効果的運用』 

（2010、白桃書房『人的資源マネジメント―「意識化」による組織能力の向上』所収） 

梅崎修、中嶋哲夫『評価者負担が評価行動に与える影響』 

（労働政策研究・研修機構『日本労働研究雑誌』2005 年 12 月号所収） 
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11. 「考課」と「評価」、評価要素 

 

11-1．「考課」と「評価」 

「人事考課」の意味はわかるが、「考課」単独になるとわからないという方もいらっしゃるのではないでしょ

うか。考課は人事と切り離して使われることはありません。たとえば「不動産の考課額」という使い方はし

ません。 

  

考課とは非常に古い言葉で、本来は中国の王朝における官僚の評価のことです。正確な年代まではわかりま

せんが、遅くとも漢王朝にはすでに「考課法」というものがありました。漢は西暦 220 年に滅びた王朝です

から、日本の有史以前に生まれた言葉であることは間違いありません。漢の考課は 3 年に 1 回行われ、3 度

の考課で処遇を決定しました。つまり処遇が決まるまで 9 年を要するという、非常に慎重な評価でした。 

考課は律令の一部をなすものであり、日本には律令制とともに伝わりました。701 年に施行された、日本最

古の律令である大宝律令には「考仕令」という名前で、757 年施行の養老律令では「考課令」という名前で含

まれました。 

  

養老律令の考課令は「四善四二最」から構成されていました。「善」とは評価基準のことで、現代語で言えば

徳義、清廉、公平、勤勉の 4 です。「最」は職能要件のことで、42 の職位に関するものがありました。そし

て、いくつの善といくつの最があれば「上の上」や「中の上」というように評価されました。現代の組織と

比べても非常に詳細な評価制度です。 

  

養老律令は明治維新で廃止されるまで存続しました。それでは日本には 1300 年におよぶ人事考課の歴史が

あるかというと、そうではありません。考課令は 8 世紀にはすでに形骸化が始まり、10 世紀には実質的に廃

止されました。 

現在日本で広く行われている、人の能力や資質を評価するという意味での（したがって目標管理を含まない）

評価の原型は、アメリカで開発された「マンツーマン評価法」と「図式評定尺度」にあります。ここでいう

マンツーマンとは、いくつかの項目について人と人を比較するという意味で、上司と部下が個別指導のよう

に評価するという意味ではありません。図式評定尺度とは、複数の評価項目に対して、それぞれ 1 から 5 な

どの尺度で採点し、その合計点で評価するというものです。ともに今では当たり前のように行われている方

法ですが、考案された当時は画期的なものでした。これらの手法が 1930 年代に日本に伝わり、これに対して

千年ぶりに「考課」という言葉を復活させて訳語としました。経営の話題では、日本語で言えば良いことを

わざわざ英語で言う風潮がある中で、あえて古語が使われています。 

  

なお考課という言葉は、広義では評価とほぼ同様に使われていますが、狭義ではマンツーマン評価法や図式

評定尺度の流れをくむ評価制度だけを指し、目標管理など他の評価手法と区別して使われる場合もあります。 

（参考文献） 

高橋潔『人事評価の総合科学－努力と能力と行動の評価』（2010 白桃書房） 

 

11-2．使える評価要素の条件 

評価は「成果」「能力」「情意」の 3 要素に分けて行うのが良いとする考え方があります。この源流は日本経

済団体連盟が 1969 年に刊行した『能力主義管理：その理論と実践』にあります。書名のとおり人事管理の制

度と運用を日本で初めて体系的に示した本で、多くの企業がこの考え方を採用しました。 

しかし成果はともかくとして、はたして能力や情意を把握することはできるのか、あるいは、情意を評価の

対象にするのが適切かという疑問もわきます。評価要素はまず、当然のことながら評価可能なものでなけれ
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ばなりません。たとえば顕在能力（表立って見える能力）だけでなく潜在能力（表立って見えないが、持っ

ている能力）も評価すべきだという意見があります。考え方としては正しいように思いますが、潜在能力が、

果たして見ることが可能であるかどうかは疑問です。また、評価要素は業績と相関があるものでなければな

りません。仕事ができない人が、評価では高得点になるようで困ります。 

 

11-3．専門的な研究から導き出された評価要素 

「主観的人事評価研究から引き出された評価要素」というものがあります。高橋潔氏によると「米英で刊行

されている経営学・心理学の専門研究雑誌にとりあげられた 215 の人事評価にかかわる専門研究をメタ分析

し、科学的観点からすれば、どのような人事評価の基準が用いられているかを、経験的に整理した」もので

す。メタ分析とは分析結果そのものを分析することです。 

  

これによると評価要素は①全般的職務成果、②生産性、③質、④リーダーシップ、⑤コミュニケーション能

力、⑥管理能力、⑦努力、⑧対人能力、⑨職務知識、⑩権威の受容・遵守の 10 要素です。 

 

11-4．グレート・エイト・コンピテンシー 

あるいは「グレート・エイト・コンピテンシー」というものもあります。欧米企業で実際に行われている評

価制度を整理して、112 のコンピテンシー（行動特性）を特定し、さらに 8 つにまとめたものです。①統率

と決定、②支持と協力、③協働と表明、④分析と解釈、⑤創造と観念、⑥組織と実践、⑦適応と対処、⑧企

画と実施からなります。やはり前出の高橋教授の著書で紹介されています。 

  

「主観的人事評価研究から引き出された評価要素」にしても「グレート・エイト・コンピテンシー」にして

も、日本ではまだ翻訳されておらず、類似の研究もなく、非常に貴重な資料です。項目名だけをみると抽象

的ですが、内容は非常に具体的で、漏れも重複もありません。 

（参考文献） 

高橋潔『人事評価の総合科学－努力と能力と行動の評価』2010 白桃書房 

 

11-5．一企業が独自に作ることは困難 

しかし、これらのことを評価要素にすることが妥当であるとわかったとしても、一企業が独自に評価基準書

を作ることは困難です。成果や生産性は企業内でも十分数値化できそうですが、他のことについて、「こうで

あれば 10 点、こうであれば 9 点、・・・」というような採点基準を作ることは膨大な時間と費用を要します。 

そこで登場するのが目標管理です。すべての従業員に対して統一的に使えるような、汎用的な評価要素を決

めることはあきらめ、評価要素は従業員個別に設定します。設定の作業も従業員自身にやってもらいます。

次回はこの目標管理について考えます。 
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12. MBO（目標管理）の進め方 

 

12-1．目標管理とは何か 

前回のこのページで、全社員に適用できる汎用的な評価基準を個別企業が容易することは非現実的であり、

個別社員ごとに設定する目標管理の方が評価しやすいということを述べました。今回はこの目標管理につい

て考えます。 

  

目標管理は”Management by Objectives and Self-control”（MBO）の訳語です。直訳すれば「目標と自己統制

による管理」であり、自己統制が重要な意味を持ちますが、「目標管理」という略称からはこれがすっぽり抜

け落ちています。このためどこか管理強化的なイメージがありますが、実際はむしろ管理強化の対極にあり、

個人の自律性を基礎におくものです。細かいことまでいちいち指示する管理や、ワンマン経営よりはよほど

自由なものです。 

  

MBO と一口に言っても、運用の仕方は企業によってさまざまです。そうしたなかで奥野明子・甲南大学教授

は次の手続きを備えているものを MBO として定義しています。 

① 全社目標から個人目標までの目標の連鎖体系が成り立っている、あるいは意識されていること。 

② 上司と部下が話し合い、双方が合意する目標を設定すること。 

③ 目標は明確であり、時限的であり、目標管理シートなどに記述されること。 

④ 上司は部下の援助者・相談者である。特に目標の実行期間中には、上司は部下を放任するのではなく支

援すること 

⑤ 一定の期間ごとに上司と部下の面接を行い、その期の目標の達成度を評価すること。 

MBO の実施率は高く、2006 年の段階で 79％の企業が実施しています。従業員 300 人未満の企業でも 67％

が実施しています。実施率はどこかで急に上がったわけではなく、1980 年代からほぼ一定のペースで上がっ

ています。MBO をやっても評価に反映していない企業もありますが、そういう企業は少数派で、2001 年の

段階で 95％の企業が何らかの形で MBO を評価に反映させています。 

（参考文献） 

奥野明子『目標管理のコンティンジェンシー・アプローチ』2004 白桃書房） 

 

12-2．考案者はドラッカー？ 

前出の”Management by objectives and self control”という言葉はピーター・F・ドラッカーが初めて使いまし

た。ただし MBO のしくみまでドラッカーが考案したわけではありません。MBO の源流は非常に古く、旧約

聖書にさえ類似した記述がみられると言います。ドラッカーは、彼が当時外部コンサルタントを務めていた

GM 社で「マンスリー・レター」と呼ばれていた(別の会社では他の名称で行われていた)制度を MBO とい

う名称で、著作で紹介しました。 

  

当時の MBO は業務の統制手法にとどまるものであり、こんにちのように人事評価の手法とは考えられてい

ませんでした。評価制度としての MBO の普及に大きく貢献したのは、アメリカの経営学者エドワード・C.

シュレイであると言われています。 

 

12-3．MBO のしくみ 

MBO の仕組みは簡単です。 

  

MBO 点＝各目標の「難度×達成率×ウェイト」の合計 
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これだけです。この点の多寡で社員を評価します。もっとも、目標外の活動を無視することを防ぐため、MBO

と別に勤務態度の評価も行い、両者の合計点で評価するのが一般的です。 

  

 難易度 

a 

達成率（％） 

b 

ウェイト 

c 

結果 

a×b×c 

目標 1 50 130 0.35 2,275 

目標 2 60 90 0.25 1,350 

目標 3 40 110 0.20 880 

目標 4 30 80 0.20 480 

合計（MBO 点）   1.00 4,985 

 

12-4．達成度を上げるために簡単な目標を上げてくる？ 

前記の式でいう難度とは、「その人にとっての難しさ」ではなく、「客観的にみた難しさ」です。同じことを

するのでも、能力が高い人は易しいと感じ、能力が低い人は難しいと感じます。MBO でいう難度とはこのよ

うなものではなく、誰でも同じ基準で判断したものです。体操競技で使われる「E 難度」や「F 難度」という

言葉と同じです。MBO に対する代表的な批判として、「達成度を上げるために簡単な目標を上げてくる」と

いうものがありますが、この問題は難度を介在させることによって解決します。難度はもちろん本人ではな

く上司が決めます。 

  

客観的に見た難度を使うのでは、能力が低い人がやる気をなくしてしまうという意見があります。しかしそ

の人にとっての難度を使うのでは、逆に能力が高い人がやる気をなくしてしまいます。また、低能力である

ことに配慮するルールを持ち込むと、評価される側は能力がないように装う、つまり成果を上げない動機を

持ってしまいます。 

客観的に見た難度ですから、その設定には基準書を用います。しかし難しさといっても知的に高度であると

か、精神的な苦痛を伴うとか、さまざまな質の違いがあります。ありうるすべてのことを盛り込んだ基準書

というものは作れません。仮に作ったとしても、評価者は複数いる部下の複数の目標項目について、すべて

同じ厳格さで難度を設定することは不可能です。むしろ大まかな基準にしたがって 5 段階くらいで設定する

方が現実的ですし、厳格さにも大差が出ません。そのうえで他の評価者と難度設定のすり合わせをすれば、

厳格さのばらつきはなお小さくなります。 

 

12-5．目標さえ達成すれば良い？ 

MBO に関する、やはり典型的な批判として、「目標さえ達成すれば良いのか」というものがあります。確か

に MBO は通常 4 つ前後の、目標の達成状況だけで評価します。当初目標に含まれていなかった成果も「事

後的な目標」として評価しますが、それにしてもあらゆる成果を評価の対象にするわけではありません。し

かし従来型の人事考課とて、すべての貢献を網羅するわけではありません。 

よく「物事は重要な 20％のことさえやれば、全部やった場合に比べても 80％の効果がある」と言われます。

44 か国語に翻訳され、全世界で 2,000 万部売れたというスティーブン・コヴィー『7 つの習慣』は「重要だ

が緊急でない活動を行え」あるいは「重要でない活動に対してノーと言え」と言っています。MBO では、重

要でないことはあえて無視しますが、代わりに重要なことの達成率を上げようとします。 

MBO 点の計算式にあるウェイトとは、目標の重要性に応じての配分するものです。合計で 1.0 になるように

設定します。 
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13. 計画は成功への確率を高める 

 

13-1．目標の連鎖 

MBO が MBO であるための条件のひとつに「目標の連鎖」ということがあります。これは①個人目標の総和

は部門目標に等しくなる、部門目標の総和は全社目標と等しくなる、②全社目標に含まれていることは必ず

どこかの部門が担当する、部門目標に含まれていることは必ず誰か個人が担当するということです。 

  

たとえば全社で売上高 100 億円という目標を設定したならば、部門目標の合計値は 100 億円以上になってい

なければなりません。売上高 20 億円という部門目標を設定したならば、その部門に属する個人目標の合計値

は 20 億円以上になっていなければなりません。部門目標に中期経営計画策定ということがあるならば、社員

の誰か（複数人でも良い）がそれを個人目標に掲げていなければなりません。 

 

13-2．物事は計画通りに進まない 

何事も当初立てた計画どおりに進まないものです。たとえば為替レートは経営に大きな影響を及ぼしますが、

事前に予測することは不可能です。他にも株価や天災事変など、予測不能なことが世の中にはたくさんあり

ます。そういう状況の中で計画など立てても無駄だという意見があります。 

無計画というのは、旅にたとえると現地の空港から先のことを何も調べずに旅立つようなものです。それで

も旅は可能ですが、旅の成果である面白いものを見つける前に終わりが来てしまう可能性が大きいです。逆

に事前にいくら入念に調べても、現地に行ったら予期せぬ出来事が必ず起きます。しかしそのときこそ、事

前に調べたことが役に立ちます。MBO はけっして、当初立てた目標を何が何でも固守するわけではありま

せん。途中で見直すことが前提です。 

 

13-3．計画は成功への確率を高める 

いろいろなデータが、計画が事業を成功させる確率を高めることを示しています。大阪商工会議所が行った

調査によると、事業をうまく進めている企業ほど、事業計画をきっちり作成する傾向にあるといいます。カ

ナダでは中小企業の約 3 割がビジネスプランを作成しており、作成している企業ほど高い業績を上げる傾向

にあるとうデータがあります。アメリカでは急成長しているファミリー企業の 7 割がビジネスプランを作成

しているというデータがあります。起業戦略論は、ビジネスプランは①経営者の考えを整理することに役立

つ、②問題が生じたときに軌道修正するのに役立つ、③社内で問題意識を共有するのに役立つと教えていま

す。 

（参考文献） 

小樽商科大学ビジネススクール『MBA のためのビジネス・プランニング』（2012、同文館出版） 

 

13-4．会社は何を目標にするべきか 

目標に盛り込むべきこととして、真っ先に思いつくことは売上と利益です。実際、目標を立てている企業の

ほとんどがこれらを盛り込んでいます。逆に言えばこれら以外の目標を設定していません。やや古いデータ

ですが、関西生産性本部が 1985 年に行った調査によると、売上高は 88 パーセント、利益高は 87 パーセン

トの企業が目標に掲げています。その次に高いのは原価で、35 パーセントにすぎません。 

  

もちろん、売上や利益の目標は必要です。しかしこれらだけの目標というのは、試験にたとえれば「合格す

るという頂点だけがあり、どの問題集や参考書を何冊暗記するという経路がないようなものです。これでは

単なるかけ声と大差なく、目標を立てることの効果はあまりありません。 
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キャプランとノートンは、高い業績をあげ続けている企業の目標を分析した結果、次の４つに集約されるこ

とを明らかにしました。「バランスト・スコアカード」と呼ばれる理論です。 

財務の視点：財務諸表上の数値に関する目標。売上高、利益、キャッシュフロー、付加価値など。 

顧客の視点：顧客の質・量に関する目標。新規顧客獲得件数、顧客定着率、顧客満足度指数など 

社内ビジネスプロセスの視点：業務の効率性に関する目標。納期遵守率、新製品投入件数、歩留まり率など。 

学習と成長の視点：従業員の満足度や能力に関する目標：従業員満足度指数、資格保有率、有給休暇取得率

など。 

（参考文献） 

ロバート・S・キャプラン、デビッド・P・ノートン『バランス・スコアカード―新しい経営指標による企業変革』

（1997、生産性出版） 

ロバート・S・キャプラン、デビッド・P・ノートン『キャプランとノートンの戦略バランスト・スコアカード』

（2001、東洋経済新報社） 

 

13-5．全社目標設定のプロセス 

全社目標は社長が設定しなければなりません。目標は経営戦略を具体化したものであり、戦略においては選

択と集中が重要です。しかし社員は部長クラスといえども、既存の事業からの撤退や新規事業への進出を提

案できるほど思考の自由度がありません。目標設定に代表者が消極的で、部長クラス任せにしている会社が

あります。そういう会社の目標はえてマンネリ化しており、前年度の目標の踏襲に過ぎないものになってい

ます。そのような状態では、いままで達成できなかった目標が達成できるとは思えません。 

  

もっとも代表者といえども、上であげたすべての分野について目標設定することは不可能です。ある会社で

は事前に部長クラスから匿名で経営課題に関する意見書を提出するように求めています。お互いにそれを読

んだうえで全社目標設定会議を開き、徹底してお互いの意見を聞くことを重視しています。会議の場で全社

目標を決定するわけではなく、議論を踏まえて社長が決定しています。このようにして設定した目標には会

社全体の合意が強く、労働生産性も年を追って上がっています。 
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14. 個人目標の設定 

 

14-1．目標設定の SMART 原則 

「目標設定の SMART 原則」というものがあります。目標は 

Specific（明確な）、 

Measurable（測定可能な）、 

Attainable（あるいは aggressive、達成可能あるいは積極的な）、 

Relevant（企業目標に関係のある）、 

Time-bound（達成期限を含む） 

なものを設定せよという意味です。 

  

このほかにも 

「メンバー間で合意が取れている」 

「目標達成の責任の所在が明確である」 

という基準もあります。 

  

企業の MBO にかかわっていて、これらの原則には同意します。MBO が主因であるかどうかは不明ですが、

目標設定の段階で上記の諸点をチェックしている会社は業績が改善していますし、チェックしない会社は

MBO が短期間で風化してしまいました。 

携帯電話販売員の例で言えば「10～3 月の間に新規で○○台販売する」というのは、好ましい典型的な目標

です。 

  

人事部員が「3 月末までに、新賃金制度への移行を完了させる」という目標を立てるのも良い例です。新制度

について社長の承認を得て、社員に説明会を行い、給与規定を労働基準監督所に届け出て、新しい制度に各

社員の賃金を移行するということがすべて終了して 100％達成です。いくつかが 3 月末までに終了しなけれ

ば達成率が減じられます。 

  

「○○の充実を図る」だとか「○○を拡充する」だとかいうのは不適切な目標の典型です。これでは上司が

達成度を評価できません。 

「10～3 月期の目標なのだから、達成期限はすべて 3 月末にする」という考え方をとる人がいますが、これ

には反対です。期限が一時に集中して、達成できなくなる可能性があります。 

（参考文献） 

笹島芳雄『最新アメリカの賃金・評価制度―日米比較から学ぶもの』（2008、日本経団連出版） 

G・マイケル・キャンベル、サニー・ベーカー『世界一わかりやすいプロジェクト・マネジメント』（2011、総合法令） 

 

14-2．容易すぎる目標を立てることは戦略として誤り 

目標設定における最も一般的な誤りは、容易すぎる目標を立てることです。難度設定があるから、低い目標

を掲げて達成率だけ上げても何にもならないということがわかっていても、人はどうしても容易な目標を設

定しようとします。おそらく上司に宣言する以上、達成しなければ会社にいられなくなるという意識が働く

ためと思われます。無論そのようなことはありませんし、容易な目標を立てることは会社にとって好ましく

ないだけでなく、個人の戦略としても誤りです。 

「目標設定理論」というものがあります。困難で明確な目標は、容易で曖昧な目標よりも高い成果を生むと

いうものです。アメリカの心理学者ロックが 1969 年に提唱し、少なくとも 1991 年までに、およそ 400 の研



 

56 

究で確認されてきました。 

人間はどうしても目標に引きずられます。容易な目標を立てると、それを 100 パーセント達成することで満

足してしまい、超過達成しようとしません。結果的に低い業績点に終わってしまいます。しかし難しい目標

を立てると、もともとできなくても不思議でないものだとわかっていても、達成することに執着します。結

果的に高い業績点になります。私が見てきた限りでは、難度が高い目標を立てる人ほど業績店が高い傾向は

明確にあります。容易な目標を立てることが個人の戦略として誤りであるというのはこの意味です。 

（参考文献） 

奥野明子『目標管理のコンティンジェンシー・アプローチ』（2004、白桃書房） 

 

14-3．目標を持ちえない仕事はない 

総務や経理など管理部門の人によくある話として、「私の仕事には目標などありえない」という人がいます。

仕事の内容が定型的なので、特に目標にすることはないというわけです。 

このような主張をする人は、自分の使命を皮相的に解釈しすぎています。本当に定型的な仕事さえやれば良

いのであれば、正社員に担当させる必要はありません。パートか外注で十分です。あえて正社員を置くのは、

問題を発見して解決させるためです。そう思って探せば目標はいくらでもあるはずです。 

世の中に課題がない組織はありません。たとえば人事部であれば、賃金制度や評価制度は常に改善が必要で

す。最近ならメンタルヘルスという問題もあるでしょう。経理部にしても、正確に記帳することは最低限の

要請に過ぎません。経理の面から業務上の問題点を指摘して解決することが本来の使命です。総務部であれ

ば、電気料金の高騰を受けて、節電策を立案する必要があるかもしれません。このような課題はどの組織で

も絶え間なく生じているはずです。 

 

14-4．定性的な目標は成果物の形で 

目標には数字で表現できるものとできないものがあります。前者を定量的目標、後者を定性的目標といいま

す。定性的な目標は成果物の形で設定します。たとえば「営業生産性向上策を検討する」ではなく「営業生

産性向上に関する１万５千字以上の提案書を提出する」という形です。この場合、達成率は字数で単純に評

価します。難度は目標設定の段階で仮に設定しますが、最終的には出来上がったものをみて判断します。内

容がほとんど丸写しであったりしたら、難度設定が 0 点なので、何枚書いても業績になりません。 

定性的な目標においても、何枚以上というような量は重要です。量が少ないということはわずかなことしか

検討していないということです。試験で「○○字以内で説明せよ」というとき、マス目を最低でも 9 割は埋

めなければならないのと同じことです。 

スティーブン・R・コヴィー『７つの習慣』は、「緊急ではないけれども重要なこと」に優先的に取り組めと

教えています。そういうことは多くが定性的です。しかし実際の MBO では定性的な目標が上がってくるこ

とはまれです。会社はもっと、定性的な目標の価値を社員に強調する必要があります。 

（参考文献） 

スティーブン・R・コヴィー『７つの習慣』（2008、キングベアー出版） 
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15. チームワーカーへの評価 

 

15-1．チームはなぜ多用されるのか 

ＭＢＯに対する批判の一つとして、個人業績を重視するあまりチームワークを阻害するというものがありま

す。もしこれの批判が当たっているとしたら大問題です。経済活動の多くはチームで行われており、チーム

活動が苦手な組織は大きく後れをとることになるからです。今回はチーム活動におけるＭＢＯの進め方につ

いて考えてみました。 

  

チームの効果を説いた有名な例に、アダムスミスによるピン工場の話があります。ピン作りを、針金を引き

延ばすことや切断すること、先をとがらせることなどの工程に分け、それぞれを別の人が専門的に担当する

ことにした。それによって、すべての工程を一人の職人が担当していた時に比べて、産出量は何十倍にもな

ったという話です。 

チームの発見と引き換えに、人は単独で何も生産できなくなりました。孤立的に仕事をする職人はピンを作

ることができても、それでは生活できません。分業する労働者は一人ではピンを作れません。 

  

スティーブン・Ｐ・ロビンスは、チームが多用される理由として①遂行される仕事が多様なスキルや判断、

経験を必要とする場合には、チームの方が個人より高い業績を上げること、②部組織や恒久的なグループ分

けよりも、チームの方が状況の変化に柔軟に対応できること、③チームが組織を民主化し、従業員の意欲を

向上させること、の三つをあげています。 

（参考文献） 

スティーブン・Ｐ・ロビンス『組織行動のマネジメント』（2009、ダイヤモンド社）。 

 

15-2．MBO はチームワークを阻害するか 

まず、ＭＢＯは本当にチームワークを阻害するのでしょうか。池田浩・福岡大学准教授が２００５年に行っ

た研究によると「目標管理の適切さ認知」と、「チームの協力的風土」あるいは「他者との協力の必要性」の

間には統計的に有意な関係がないという結果が出ています。このことは「不適切なＭＢＯをやると社員が協

力しなくなる」だとか「協力が必要な職場ではＭＢＯが適切に運用されていない」だとかという傾向はない

と読み取ることができ、ＭＢＯがチーム活動の障害になるわけではないということを示唆しています。 

（参考文献） 

古川久敬、柳澤さおり、池田浩『人的資源マネジメント』（2010、白桃書房） 

 

15-3．個人目標だけの設定なら、しない方が良い 

目標の立て方とチーム活動の成果に関しては、ミッチェルとシルバーが１９９０年に行った実験があります。 

  

この実験は、チームで協力してブロックで塔を建てるという作業を、 

Ａ：個人目標のみを設定 

Ｂ：チーム目標のみを設定 

Ｃ：個人目標もチーム目標も設定 

Ｄ：最善を尽くすよう伝えたが目標はなし 

という異なる 4 つの条件下で行いました。 

  

その結果、最も成果（積み上げたブロックの平均数）が高かったのはＣで、以下Ｄ、Ｂ、Ａの順でした。ま

た、チームのメンバーが協力的な手段を最も多くとったのはＤで、以下Ｃ、Ｂ、Ａの順でした。 
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この結果は、チーム性が強い仕事では個人目標だけでなくチーム目標を設定するのが良い。個人目標だけを

設定するくらいなら、むしろ無目標の方が良いということと、チーム性が高い仕事では、目標がなくてもメ

ンバーは進んで協力的な行動をとるということを示しています。 

（参考文献） 

古川久敬、柳澤さおり、池田浩『人的資源マネジメント』（2010、白桃書房） 

 

15-4．チーム性と MBO のやりやすさ 

チーム性とＭＢＯのやりやすさとの関係については、奥野明子・甲南大学教授が１９９９年に行った調査が

あります。これによると、個人で行う業務とチームで行う業務とでは、たしかに個人で行う業務の方がＭＢ

Ｏの諸手続きを十分にやっているという結果が出ています。しかしその差は６点満点で０．１点程度とごく

わずかであり、チーム活動におけるＭＢＯの実施を否定するほどのものではりません。 

（参考文献） 

奥野明子『目標管理のコンティンジェンシー・アプローチ』（2004、白桃書房） 

 

15-5．チーム性が高い仕事における目標設定 

それではチーム性が高い仕事における目標設定はどのようにしたらよいのでしょうか。 

  

まずはその仕事が本当にチーム活動に適しているのかどうかを再検討することです。 

  

① その仕事は一人より複数人で担当した方が効率が良いのか。たとえば雑誌を作るのには複数人が適して

いますが、単行本を作るのには個人が適しています。 

② その仕事の目標は、個人目標の総和だけでなく、チームで共有するものが必要かどうか。たとえばレス

トランに対する顧客満足度は、料理や接客係に対するものも重要ですが、店全体に対するものも必要で

しょう。 

③ その仕事は相互依存性があるものか、スポーツでいえば「パス」に相当する行為がある仕事か。たとえ

ばＷＥＢコンテンツ作りではデザインや開発、保守などを担当する人が相互にパスを出し合っています。

これら３つの観点から、チーム活動に適しているかどうかを再検討します。 

  

第２に、個人目標だけでなくチーム目標も設定することです。ピン作りの例で言えば、個人目標としては自

分が担当する工程におけるコストや時間、品質などの目標を立て、チーム目標としてはピンの生産量や不良

品率などの目標を立てます。そして個人目標対チーム目標のウェイトを、１等級では２０対８０、２等級で

は３０対７０というように、等級別に統一します。このウェイトは、上で検討したチーム活動への適性の度

合いに応じて設定します。 

  

第３に、協力に関する個人目標を設定することです。チームにとって協力や良好な人間関係が重要なことは

言うまでもありません。他のメンバーを励ますとか、対立を解消するなどの行動はチームの生産性を高めま

す。しかしこれらをＭＢＯに組み込むことは困難なので、チームに対する情報提供や提案、課題解決などの

形で個人目標を設定します。 
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16. 目標の振り返りと修正 

 

16-1．中間運用は「オープン・スコアリング・システム」 

MBO では「中間運用」といって、定期的に目標の振り返りと修正を行います。MBO の 1 サイクルが半年な

ら 1 回、1 年なら 3 回というように、3 か月おきに行うのが一般的です。 

  

目標設定や業績評価に比べて、中間運用は淡々と済んでしまう傾向があります。目標設定期には何が自分の

目標になるかという緊張があり、業績評価期にはどういう評価が下されるかという緊張があります。中間運

用ではそのような、自分の利害に絡むものがないと思われているからでしょう。部下が進捗状況を説明し、

それが順調であれ不調であれ、上司が黙って聞くことに終始する、儀式のような中間運用も散見されます。 

  

ボクシング（WBC のみ）に「オープンスコアリングシステム」というものがあります。4 回と 8 回の終了時

点でそれまでの採点を公開することです。不可触な「最後の審判」だけでなく途中経過も公開することによ

って、えこひいき採点を排除するための仕組みです。MBO における中間運用の役割もこれと同じです。「い

まの時点ではこのように評価する」ということに対して、上司と部下の間で合意を形成することと、必要に

応じて目標を修正することが目的です。 

 

16-2．目標の振り返り 

中間運用で上司と部下が話し合うことは、目標の振り返りと修正の必要性です。振り返りは①進捗状況の評

価と②達成行動の振り返りで構成されます。 

  

部下は MBO シートに、目標がどこまで達成されているかという事実を書きます。そして今まで自分がとっ

てきた戦略が効果的であったかどうかということも書きます。それについて上司は達成率をどう評価するか、

具体策に改善すべき点はないかをコメントします。たとえば携帯電話を 100 台売るという目標があり、中間

時点で 50 個売れているとします。単純に計算すると達成率 50％ですが、季節性を考慮すると実質 40％だと

か、あるいは 60％だとかいうことを示します。 

  

達成行動に関するコメントはフィードバックです。よく「私はそんな説教めいたことを言う資格はない」と

いう上司がいますが、これは謙遜のし過ぎです。フィードバックとはもともと機械工学の言葉で、「帰還」と

いう意味です。心理学では、気付かせることによって望ましい行動を促すことを言います。本人は無意識に

やっていることでも、傍から見ると美しかったりみっともなかったりすることがあります。それを気付かせ

ることがフィードバックです。気付かせることは説教と言いません。目標設定理論が示唆するとおり、フィ

ードバックがあるのとないのとでは、目標を設定する効果に大きな違いが出てきます。 

 

16-3．目標の修正 

目標の修正には次のような類型があります。 

  

1. 追加 

新しい目標を追加する場合、多すぎる目標は効果がないことに注意が必要です。「均等報酬原理」というもの

があります。従業員を複数の仕事に対して努力させたい場合、1 時間働いた場合に得られる報酬が、それら

の仕事の間で均等になるようにしなければならないということです。たとえば証券会社の歩合制外務員は、

株式や債券、投資信託などどの証券を販売しても業績給が支払われます。しかしほとんどの外務員は株式以

外に見向きもしないそうです。同じ時間働くなら株式が業績給を稼ぐのに一番効率が良いからです。 
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MBO においても多くの目標を盛り込み、結果的にウェイトが非常に低い目標を含む人がいます。このよう

な目標に対して努力する時間があったら、他のよりウェイトが高い目標に対して努力した方が効率的に点数

を稼げます。その結果、小さな目標は無視されます。 

  

2. 削除 

一度設定した目標を取り下げることは勇気を要します。本人はもとより、その目標について合意した上司の

失敗とも受け止められかねません。しかし選択と集中は MBO の基本です。重要でない目標は思い切って削

除します。 

削除するにしても、いったんは上司が合意した目標です。削除する時点までの業績は評価します。たとえば

MBO 対象期間の 3 分の 1 が経過した時点で削除になり、その時点での達成率がやはり 3 分の 1 であるとす

ると、通期に換算すれば達成率は 100％ということになります。しかし 3 分の 1 の期間で消滅しているので、

ウェイトをもともとの数字の 3 分の 1 に修正するという具合です。 

  

3. 達成基準の修正 

達成基準の修正とは、たとえば「100 台売る」という目標を「120 台売る」というように修正することです。

変更する理由が景気のような、本人の努力と関係ないものである場合は達成基準を変更しても難度点を変更

しません。本人の努力と関係がある場合は、目標にスライドして難度点も変更します。 

高い業績をみて目標を上方修正することは合理的です。しかし同じ難度点に対応する業績基準を高くするこ

とは絶対に避けなければなりません。高い業績をみて報酬基準を厳しくすることを「ラチェット効果」と言

います。ラチェットとは逆回転できない歯車のことです。上司がラチェット効果を発揮するとしたら、それ

は部下をがっかりさせるというより、「やればやるほど損をする」という状況を作ることになります。 

  

4. ウェイトの修正 

ウェイトの修正はあくまで重要性に変化が生じた場合に行います。その時点までの達成状況に配慮して都合

よくするとしたら本末転倒です。ここで注意することは前述のとおり、ウェイトが小さすぎる目標を作らな

いことです。そのような目標は思い切って削除します。 

 

5. 難度点の修正 

何事も実際にやってみるまではわかりませんし、同じことでも外部環境によって難度は変わります。難度を

途中で変更することをためらう必要はありません。ただしその場合はラチェット効果を出していないかどう

か注意する必要があります。 
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17. 評価の公正感を高める５つの条件 

 

17-1．自己評価の効用 

前回は中間時点における、目標の振り返りと修正についてお話ししました。今回は期末の業績（達成度）評

価についてお話しします。 

 

業績評価は①自己評価、②上司評価、③評価基準のすり合わせ会議、④評価面接、⑤評語決定会議、⑥フィ

ードバックという流れをとります。 

 

いろいろな評価手法の中で、自分で自分を評価することは MBO の特徴といえます。自己評価には①評価さ

れる側の公正感を高める、②効果的に仕事を進める方法や仕事を通して学んだこと、努力の必要な点などに

関する洞察を促す、③目標を達成できた場合はより高い目標を設定し、達成できなかった場合はいっそうの

努力や方法の改善を促すという効果があります。「情意」や「能力」などを評価対象とする、伝統的な評価制

度でも自己評価を導入する会社がありますが、ほどなく全員が満点をつけて出して来るようになり、中止に

追い込まれます。 

  

自己評価といっても、達成度が何パーセントであったかを特定するわけではありません。あくまで達成状況

に関する事実を申告します。たとえば「携帯電話の新規販売台数〇〇台」というような目標であれば、結果

は何台であったかを申告し、「○○計画を策定する」というような目標であれば計画書を添付します。そのう

えで期中に起こった、考慮して欲しい環境変化や特殊要因をシートに記入します。数値的な目標であれば達

成率は誰の目にも明らかですが、定性的な目標の場合は人によって異なります。当然本人は他人より高く評

価する偏りがあります。上司による評価が、甘めである本人評価の影響を受けないように、本人は達成度を

特定しません。 

  

自己評価ではまた、当初目標に含まれていなかった成果事項のうち、考慮して欲しいものについて「事後的

な目標」という形で申告します。MBO の問題点として、目標外の活動に対する取り組みを抑制させるという

ことが指摘されますが、それはこの「事後的な目標」で解決できます。 

（参考文献） 

古川久敬、柳澤さおり、池田浩『人的資源マネジメント―「意識化」による組織能力の向上』2010、白桃書房） 

 

17-2．公正感を高める５つの条件 

上司は部下の自己評価を読み、事実を確認して達成度を評価します。ここで部下の自己評価を鵜呑みにする

人がいますが、そのような人は管理者として失格です。 

  

古川久敬、柳澤さおり、池田浩『人的資源マネジメント―「意識化」による組織能力の向上』（白桃書房）は、

評価される者の、評価に対する公正感を高める条件として次の 5 点をあげています。 

  

1．評価の前に被評価者から情報や意見などを求める 

2．面談中に評価者と被評価者の間で双方向のコミュニケーションがある 

3．下された評価結果に対して被評価者が異議申し立てできる 

4．評価者が被評価者の職務内容について十分な知識を持っている 

5．評価者が一貫した評価基準を適用する 
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これらをみるとわかるように、自己評価を鵜呑みにするのは逆効果です。部下の仕事内容を熟知して厳しく

チェックする方が信頼を得られます。 

難度設定も上司評価の段階で改めて行います。どんな仕事も事前にどれだけ難しいかを予測することは困難

です。しかし難度設定をしなければ、容易な目標ばかりあげてくるという弊害が起こります。労務行政研究

所が行った調査『2013 年目標管理制度の実施状況と運用課題』によると、「目標達成度評価の問題点」とい

う問いに対して「期初に立てた目標の難易度と実際の業務遂行の結果としての難易度が異なるため、評価基

準にブレが生じる」ということが、13 ある選択肢のうち 3 番目に多く挙げられています。ブレが生じるのは

悩ましいことですが、避けられません。信頼性が低い、事前の予想にすぎない難度設定で押し通すよりは、

事後的に改めて難度設定をした方が納得度も高まります。 

  

ウェイトもやはりこの段階で再考します。「難度×達成率」が高い目標項目のウェイトを引き上げれば本人に

とって有利であり、引き下げれば不利になります。しかしそのことは考慮せずに再設定します。 

 

17-3．「すり合わせ会議」を行うこと自体がメッセージ 

評価基準のすり合わせ会議では、各評価者が、達成度や難度を決めるにあたって迷った点について議論しま

す。前記の、被評価者の公正感を高める条件の第 5 項を思い出してください。すり合わせ会議は一貫した評

価基準を適用するための努力です。会議は評価の信頼性（誰が評価しても似たような結果になる程度）を高

めるとともに、評価者のスキルを上げる効果があります。自己評価を鵜のみにするような行為に対する牽制

にもなります。この会議をやっていること自体が社員に対して、安易な評価をしていないというメッセージ

になります。 

 

17-4．評価面接では話させること自体が目的のひとつ 

評価面接では、達成度に関する事実について上司と部下の間で確認をします。部下から要望が出された、考

慮すべき環境変化や特殊要因をどう見るかについても回答します。評価面接はあくまでも達成度を決めるた

めの面接なので、ここでは改善点や能力開発の方向性など、指導育成的なことは話題にしません。これらは

後述するフィードバック面接で話し合います。 

  

前出の『目標管理制度の実施状況と運用課題』によると、「目標達成度評価の問題点」として 2 番目に多くあ

げられているのは「評価面談の実施が義務付けられているが、面談が形式化している」ということです。形

式化する理由は、評価者が、何を話題にするべきか、面接にどのような目的があるのかを理解していないと

ころにあります。 

  

話題にすべきことは①個々の目標項目の達成度、ウェイト、難度の 3 つの数字と、②その数字に決めた根拠

です。面接の目的は、①事実誤認がないようにするためと、②評価に対する公正感を高めるためです。公正

感を高める条件の②を思い出してください。面接で部下に発言させることは、評価に対する公正感を高めま

す。その意味で、とにかく話させるだけでも目的の８割方を達成したといえます。いきなり「あなたから何

か意見はありませんか」と切り出す管理者がいますが、こんな聞き方では誰だって「特にありません」とい

うに決まっています。上司の方から積極的に質問をして、部下の意見を引き出すようにします。 
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18. 「絶対」か「相対」か 

 

18-1．なぜ評語は５段階なのか 

評語とは、評価の最終的な結論である A や B というもののことです。上から順に SABCD という 5 段階が最

も一般的です。私も５段階を推奨します。４段階以上に増やそうにも、人の業績にはそれほどの格差はみら

れず、うち 3 段階前後はほとんど該当者がなく空白になってしまいます。 

  

５段階より少ないのもお勧めできません。５段階でも S と D はめったに出ず、ABC に集中します。それで

「ＳやＤなんて、絵に描いたモチではないか」という批判をかわすために、Ｓと D を廃止して ABC の 3 段

階評価にするというのはよくある話です。しかしそうすると今度は A と C が出なくなり、ほとんど全員が B

になってしまいます。S と D は A と C をつけさせるためにあります。アンケート調査の選択肢に「良い」あ

るいは「悪い」を答えさせるために「たいへん良い」、「たいへん悪い」があるのと同じ理屈です。 

 

18-2．絶対評価と相対評価 

評語を決める方法には「絶対評価」と「相対評価」の 2 つがあります。絶対評価とは「○○点以上は S」、「○

○～○○点は A、・・・」という具合に、得点そのものの水準に応じて評語を決める方式です。これに対して

相対評価とは「最上位○○％の人は S、次の○○％の人は A、・・・」という具合に、得点にかかわらず順位

で決める方式です。 

 

18-3．絶対評価はやる気にさせる 

業績の測定が正確であるならば、絶対評価の方が相対評価よりも働く者の意欲を引き出します。たとえばセ

ールスマンの世界を考えてみてください。絶対評価の方が相対評価より高い意欲を引き出すことは明白でし

ょう。たとえ目標をはるかに超える金額を売りさばいても、順位が下位なら評価は D というのでは、やる気

が出るはずがありません。 

  

絶対評価は考え方としては公平です。「90～100 点は S、70～89 点は A、・・・」というのは、業績の 1 点に

対する報酬という意味ではほぼ公平です。 

  

それでは会社員にも絶対評価が良いかというと、必ずしもそうは言えません。実際には、何点から何点まで

を S にするというような線引きを決めることは容易ではありません。低すぎる線引きを設ければ、極端な場

合全員が A 以上になってしまいます。逆に高すぎる線引きを設定すれば、全員が C 以下になってしまいま

す。結果を見て線を上げ下げするというのは、以前お話しした「ラチェット効果」（ご都合主義で評価基準を

変えることは企業にとってむしろ不利益を招く）です。社員は「できないふりをすればバーを下げてもらえ

る。本気を出すとバーを引き上げられてしまう」と学習してしまいます。要するに絶対評価では最初から過

不足ない線引きを正確に決めなければなりません。これは現実的ではありません。 

  

また、何人 S を出そうと A を出そうと自由というルールでは、評価者に「あっちの部署ではみんな A 以上な

のに、こっちの部署はみんな B 以下だ、と部下たちから言われたらたいへんだ。」あるいは「君は部下たちに

何を指導しているの、と社長から言われたらたいへんだ」という意識が働くため、どんどん評価が甘くなっ

てゆくという問題もあります。 

（参考文献） 

高橋潔『評価の急所（へそ）：パラダイムシフトを迎える人事評価』（2013、日本生産性本部生産性労働情報センター ） 
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18-4．相対評価は正確 

このように絶対評価は難しいので、多くの会社では相対評価をいちおう標榜しています。 

相対評価の良いところは正確さです。人の貢献度を正確に（誰が見ても同じ結果になるように）点数化する

ことは、会社員の世界は言うに及ばず、スポーツのような世界でも困難なことです。たとえば野球で打率 3

割を 100 点とすると、防御率 2 点は何点に相当するでしょうか。いろいろな意見があるでしょうが、誰の点

数付けも似たようなものになることは期待できません。しかしどちらが上かということに関しては、相当な

意見の一致が期待できます。しかも簡単に決められます。 

  

反面、相対評価の難点は不公平さです。業績が必ずしも評価に直結しません。極端な例を言えば、「阿部さん

は 100 点、伊藤さんは 99 点、上田さんは 98 点」というときに、順位によって事務的に ABC をつけるとし

たら、1 点の重みという意味では不公平です。 

  

また、相対評価には、「共謀」が起こりやすいという問題もあります。「順番で評価が決まるのだから、お互

い無理せずのんびりやろう」という共謀です。これは特に被評価者が少人数である場合に問題になります。 

（参考文献） 

高橋潔『評価の急所（へそ）：パラダイムシフトを迎える人事評価』（2013、日本生産性本部生産性労働情報センター ） 

 

18-5．実際は両者の折衷型 

絶対評価と相対評価のどちらを採用するべきか。結論を言うと両者の折衷型です。 

  

すでにみてきたように絶対評価にも相対評価にもそれぞれ一長一短があるため、どこの会社でも（といって

良いでしょう）いちおう相対評価を標榜しながら、実際は両者の折衷型を実施しています。つまり、まずは

相対方式で機械的に SABCD を決めます。S＝5％、A=20％、B=50％、C=20％、D＝5％というのが一般的

です。統計的な分布からみてもこの割合が妥当です。 

  

しかしそこで出てきた結果には「S をつけるほど際立ってはいない」「D をつけるほどひどくはない」という

人が必ずいます。そこで評価者間で評語決定会議を開き、業績を総合的に勘案して評語を決めます。結果的

に S と D はめったに現れず、A と C は規定よりも少ない割合でしか現れません。過半数が B になるという

ケースが一般的です。ただし評価する人の良心として、点数が低い方の人を A にして、高い方の人を B にす

るというような、点数と評語の逆転だけは起こしません。 
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19. フィードバック 

 

19-1．フィードバックとは何か 

フィードバックとはもともと工学の概念です。百科事典マイペディアは「ある動作（入力）によって生じた

結果（出力）の一部または全部を，原因側に戻し，加えまたは差し引いて出力に影響を与える循環作用。」と

説明しています。心理学がこれを応用し、途中経過や結果に何する情報を本人に知らせることを呼ぶように

なりました。 

  

さまざまな研究で、フィードバックが生産性を有意に（偶然ではない水準で）向上させることが実証されて

います。私たちの日常生活を振り返っても、フィードバックが追加的な努力を引き出すことが実感できます。

たとえば学生が勉強をするのも、その動機の大部分は答案が返却されるという「フィードバック」怖さでし

ょう。最も効果的なダイエットは法毎日体重計に乗ることだと言いますが、これもフィードバックの効果で

す。 

  

フィードバックでは特別なことを話題にするわけではなく、達成度に関する事実や、今後も継続するべき努

力の方向性、新しく取り組むべきことなどについて話し合います。しかし多くの管理者にとってフィードバ

ックは、ただでさえ疎ましい評価のなかでいっそう疎ましい作業であるようです。失敗すると深刻な感情的

対立につながりかねないからです。そのようなことにならないための、フィードバックにおける一般的な注

意事項は次のとおりです。 

 

19-2．突然ガッツリやらない 

ＭＢＯにおけるフィードバック面接の話なのに、いきなり例外になりますが、不適切な行動を見かけた場合

は、面接を待たずにその場で指導するようにします。正確にメモをとっておいて面接の時にまとめて注意す

るとか、ため込んでおいて堪忍袋の緒が切れたときに一切合切をテーブルにぶちまけるとかいうのは、お門

違いとはいえ無用な恨みを買います。非違行為も早期発見と早期治療が何より効果的です。たとえば遅刻に

しても、初回で注意してその分賃金を控除すれば、何の問題も起こりません。しかし黙認を続けてくると、

ある日突然の注意だけではすまなくなります。「こういう事情があるのだ」とか、「それではこうしなさい」、

「それは無理だ」という厄介な話になってしまいます。 

 

19-3．批判は逆効果 

ＭＢＯ面接での話題は成果に関することに限定します。行動や態度、性格などは話題にしません。 

  

たとえば売掛金の催促をしない部下に対して、催促するように指示することは問題ありません。しかし怠慢

だとかいって人柄を攻撃すると、その部下と今後うまくやれる確率はゼロになってしまいます。 

  

批判は実際のところ、矯正する効果がないどころか、むしろ逆効果です。評価に関する有名な研究で、ジェ

ネラル・エレクトリック社でメイヤーらによって行われたものがあります。そこで発見された事実で、「批判

はモチベーションと業績にマイナスの効果を与える」というものがあります。それによると批判は、至らな

い点を認めないことや、他の人を非難するなど、「防御的反応」と呼ばれる者ものを呼び起こしました。 

  

批判が逆効果であるからといって、称賛が効果的であるわけではありません。やはりメイヤーらの研究は、

称賛にはほとんど効果がないことも明らかにしています。 
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19-4．事実に基づく 

フィードバックを、準備をしないで出たとこ勝負でやっている管理者がいます。必然的に内容はあいまいで

抽象的なものになってしまいます。たとえば「やるべきことをやっていないじゃないか」というように。こ

のように言われたら、相手はいくらでも反論してきます。しかし「粗利率が〇〇ポイント下がっている」と

か「タイムチャージが○○円減っている」とかいう具体的な事実であれば議論の余地がありません。言われ

た方も冷静に受け止めるだけでなく、解決策まで考えるようになります。事実に基づくフィードバックをす

るために必要なことは、何をおいても入念な準備です。 

 

19-5．注意は陰で、称賛は人前で 

これも面接の例外ですが、指導や注意は人前では行わないことです。指導そのものは懲らしめでも何でもあ

りませんが、人前でされると、された方は「みんな、私が叱られていると思っているんじゃないか」と不安

になってしまいます。 

  

恥の効果を利用することは危険です。ヒューストン大学のブレネー・ブラウン教授は「恥は中毒、依存、暴

力、攻撃、抑うつ、摂食障害、いじめなどと相関性が高い。（中略）恥が良い行動を導くことを裏付けるデー

タは何もない。」と言っています。 

恥をかかせることの裏返しとして、称賛は人前の方が適しています。 

（参考文献） 

ブレネー・ブラウン『本当の勇気は「弱さ」を認めること』（2013、サンマーク出版） 

 

19-6．言い訳がましくしない 

「言いたくないのだけれど、仕事なので言わなければならない」というように、言い訳がましく言うことは

禁物です。厳しい結果を伝えるときはなおさらです。言う方は善意のつもりでも、言われた方は余計傷つき

ます。 

  

前出のブラウン教授は学生に「ただ心地よいだけならば、私は教えていることにならないし、あなた方も学

んでいることになりません。必ず不快感を覚えるはずだし、それでいいのです。」と言っているそうです。 

 

19-7．建設的な内容を 

前進につながるフィードバックの仕方には、管理者の誰もが悩んでいることでしょう。ただ「これができて

いない」、「これはできている」と言うだけでは何も変わりません。 

  

私はあるスポーツのジムに通っていますが、あるときインストラクターから「もうちょっとスピードをつけ

た方が良いですね。割りばしを 30 センチ間隔に置いて、その間を素早く走る練習をしたら良いですよ」と言

われました。さすがプロ。見事なフィードバックです。 
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20. MBO の欠点 

 

20-1．目標外の行動に対して消極的になる 

当然のことながら、MBO にも欠点があります。人間が作り出した制度に完全ということはあり得ません。批

判の代表的なものとして、目標以外の行動に対して消極的になるということと、評価者の負担が大きいとい

うことがあります。 

  

まず、目標外の行動に対して消極的になるということについて考えます。たしかに MBO では、目標の達成

状況だけで評価します。他のことは評価されません。当初目標に含まれていなかった成果は「事後的な目標」

として評価するにせよ、評価の対象はせいぜい 5 項目程度に限られます。本来評価の対象にすべきことは、

遅刻をしないとか明るく挨拶をするとかいう、社員としての基本的な態度に始まって無数にあります。それ

らに比べればほんの一部分にすぎません。 

  

しかし、必要なことのすべてを網羅した評価が可能かどうかという以前に、MBO 以外の評価が、評価対象で

ある行為を促すかという問題があります。企業の間で MBO と並んで採用率が高い評価制度に「・・・して

いるか」という形で示される複数項目で評価する「人事考課」があります。たとえば「業務を遂行するに必

要な知識を持っているか」というような評価項目はどこの会社の考課表にも載っていますが、こういう評価

基準を読むことによって、社員が「そうか、知識で評価されるのか。よし、知識を強化するぞ」と思うかど

うかは疑問です。もちろん、普通の社員は業務知識を磨こうと日々努力していますが、その動機が評価基準

書であるかどうかは不明です。私の経験からいって、おそらく 90％以上の社員はこのような、文脈的な評価

基準を意識していません。読んでもいません。したがって MBO で知識が評価対象にならないからといって、

評価対象になる場合と比べて、知識がおろそかになるというものではありません。MBO はこの点に関して

中立的です。 

 

20-2．管理者の負荷が高い 

次に管理者の負荷です。これは負荷が高いというより、ごまかしがきかないといったほうが適切でしょう。 

  

人事考課表の中にたとえば「自分の役割を正しく理解しているか」という項目があったとします。こういう

ことについて正確に吟味することは本来、目標の難度や達成度を測定することよりもはるかに困難であるは

ずです。ＭＢＯとて完全に客観的ではありませんから（完全に客観的であったらそもそも評価というものを

必要としません）出てきた結果について議論の余地は常にあります。しかし評価者として、何を根拠にその

ような難度や達成度に評価したかは相当程度説明できます。 

  

これに対して、たとえば「自分の役割に対する理解」というような、主観的な評価基準はどうでしょうか。

ある点数をつけたとして、何を根拠にそのような点数をつけたか説明できるでしょうか。役割に対する理解

度を示す機会は無数にあり、そのひとつひとつについて、「こういう場合はこうすること」というような正解

がないのに、どうして正確に採点できましょうか。あるいは四六時中監視しているわけではないのに、たま

たま良いプレーあるいは悪いプレーを見たわけではないということをどうして主張できましょうか。 

  

もちろん、いま述べたことを解決するのは夢物語であり、子供じみています。しかし本気でやろうとすれば、

成果よりも行動の評価の方が難しいことは事実です。 
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21. 主観評価の作り方 

 

21-1．主観評価はなぜ難しいのか 

「○○しているか」という問いに答える形の、主観評価は、いったん問いを作ってしまえば運用が簡単（ご

まかしがきく？）です。その一方で最大の困難は、作るのが途方もない作業だということです。 

  

評価要素に盛り込むべきことは、社員が煩わしいと思う一方で、会社にとって価値があることですが、その

ようなことは会社よって大きく異なります。同じ会社でもトップが変わると異なります。とても一般化でき

るものではありません。作成した人事部員が「ではどうしたらよいのだ」と言おうものなら、「それを考える

のがあなたたちの仕事だろう」と言い返されるのが関の山です。たとえば「・・・の知識をじゅうぶん持っ

ているか」というものが基準として合意を得られたとしても、次は「何をもって知識を持っていると評価す

るのか」という議論が出てきます。 

 

21-2．評価基準の決め方＿８割賛成法 

行動や態度の評価基準を作る方法として「８割賛成法」というものがあります。これは、まずどういう要素

を評価対象にするかを決めます。ここまでにあげた「業務を遂行する上での知識」や「自分の役割に対する

理解」のようなものです。 

  

決め方として、評価をする立場にある人から自由に案を出してもらいます。それらについて議論をしたあと

で賛否を問い、８割以上が賛成した要素は採択し、そうでないものは棄却します。８割というのは会議出席

者の８割ではなく、欠席者も含めた全評価者の８割です。 

 

21-3．採点基準の決め方 

評価要素が決まったら、次は採点基準を決めます。たとえば基礎知識の充実を示す尺度案を出してもらいま

す。 

  

「調べれば答えることができる」、「何を聞かれても即座に答えることができる」、「知っているだけでなく他

の分野に応用することができる」というようなことです。そのようにして出てきた尺度案のそれぞれについ

て賛否を問い、やはり８割基準でふるいにかけます。最後に、採択された尺度に付与する点数を決めます。 

  

８割賛成法をとる理由は「そんなことは重要じゃない」とか「こんな重要なことが入っていない」といった

批判を解消するためです。しかしこの方法は、まさに言うは易し、行うは難しです。これは致し方ないこと

ですが、誰でも既存の制度を批判することに関しては雄弁ですが、対案を出せと言われれば沈黙してしまい

ます。８割が合意する以前に、投票の材料になる案さえ出てこない可能性があります。 

  

わが社独自の評価・採点基準を作るということは、誰でも構想することですが、実際にやろうとすると、容

易なことではありません。 

  

考課基準作成における「8 割賛成法」 

① 何を評価要素とするか、自由に案を出す。 

② 8 割以上が賛成した案は採択、そうでないものは棄却。 

③ 採択された評価要素について、採点基準の案を自由に出す。 

④ 8 割以上が賛成した採点基準は採択、そうでないものは棄却 
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⑤ 採択された採点基準について、付与する得点を決める。 
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22. コンピテンシー＿高い業績をあげる人の特徴 

 

22-1．独自の評価基準を作ることはなぜ難しいか 

評価制度を作るとき、どの経営者も「ウチの会社にあった制度を作って欲しい」と言います。つまり出来合

いのものではなく、我が社だけのために作った独自の評価基準ということです。しかしそのようなものを作

ることは、実は一企業に容易にできるようなことではありません。 

  

評価基準書に盛り込むべきことは、「このように仕事をすれば成果が上がる」ということです。しかし、私た

ちはそのようなことについて定見を持っているでしょうか。私がもし「コンサルタントにとって最も重要な

行動は何か」と問われたら、「それがわかったら苦労はしない」というのが本音です。あえていうとすると、

やはり専門的な知識を多く持つことではないかと思います。しかしこれに対してもし、「そういうコンサルタ

ントが成功しているという根拠はどこにあるのだ」と問われると、恥ずかしながら言葉もありません。 

  

言い訳をさせていただくと、根拠があることを言うためには、かなり大がかりな調査をしなければわかりま

せん。一人や二人のコンサルタントの仕事ぶりを見て一般化することはできません。しかし誰が同業者に成

功や失敗の秘訣など教えてくれましょうか。協力してくれるお人好しな同業者がいたとしても、１００社も

２００社も調査する費用はとてもわが社の資力で負担できません。 

  

独自の評価基準を作ることが困難であるのは、このような理由によります。どうすれば成果が上がるのかと

いうことは、普通の企業にとって「逆にこっちが聞きたい」と言いたいことです。それを調べるということ

は大企業でも容易に負担できないような費用を要します。 

 

22-2．高い業績をあげる人の特徴 

しかし幸い、これを学問的に研究した成果があります。「コンピテンシー」と言われるものです。英和辞典で

は単に「能力」と言う訳語が与えられていますが、人事評価の分野では「高い業績をあげている人の行動特

性」と定義されます。できる人はどこが違うのかということについて、机上で議論するのではなく、大きな

データベースで、卓越した業績を上げている人とそれほどでもない人を比較して、どこが違うのかをまとめ

たものです。 

  

もちろん、このようなことに関する理論はひとつではありません。その中で代表的なものの一つに、スペン

サー＆スペンサーによる「コンピテンシー・ディクショナリー」があります。高業績者の特性に関するさま

ざまな研究成果をまとめて、「この要素のウェイトは○○、この要素のウェイトは△△」と数値化したうえで、

さらに各要素について「こういう状態ならレベル○○、こういう状態ならレベル△△」という形で数値化し

たものです。ウェイトにレベルを掛け合わせ、合計した値がその人の総合的なコンピテンシーであるといえ

ます。まさに人事評価の基準書のような形をとっています。 

  

まとめ上げた研究成果の数は２８６におよび、そこに含まれる国の数は２０、職務の数は２００種類以上で

す（邦訳『コンピテンシー・マネジメントの展開』、生産性出版）。実に大規模な研究で、とても一企業の手

に負えるようなものではありません。 

  

例として、セールス職の「コンピテンシーモデル」（その職種にとって重要なコンピテンシーは何かを示した

もの）と、やはりセール職にとって最も重要なコンピテンシーである「インパクトと影響力」の測定尺度を

表に示しました（ともに１０分の１程度に省略しています）。 
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「ディクショナリー」では①技術者・専門職、②セールス職、③支援・人的サービス、④管理者、⑤起業家

という５つの職種に集約してコンピテンシーモデルが提示されています。 

 測定尺度は各コンピテンシーについて８前後のレベルに分けられ、ディクショナリーというだけあって非常

に詳細に定義されています。成功を目指す人は、下手な「仕事術」ものや「する技術」ものを読むより、「デ

ィクショナリー」を読む方がよほど生産的です。実際、ある営業パーソンは自社でコンピテンシー評価が導

入されたのを機に、営業職にとって最もウェイトが高い、「インパクトと影響力」のディクショナリーを熟読

しました。そして、自分がいま属すると思われるレベルの１つ上を意識するようにしました。その甲斐あっ

てか、目標を超過達成するようになりました。 

 例①：セールス職の 

コンピテンシーモデル 
例②：「インパクトと影響力」の測定尺度 

コンピテンシー ウェイト レベル 行動の記述 

インパクトと影響力 10 -1 個人的なパワーを追い求める 

達成重視 5 0 他人に影響を及ぼすことに全く興味を示さない 

イニシアティブ 5 1 意欲は示すけれども行動は示さない 

対人関係理解 3 2 説得のために一度は行動をとる 

顧客サービス重視 3 3 説得のために２段階を踏む 

自己確信 3 4 自分の行動と発言の影響を計算する 

関係の構築 2 5 劇的な行動の効果を計算する 

分析的思考 2 6 影響を及ぼすために２段階の行動をとる 

概念化思考 2 7 影響を及ぼすために専門家や第三者を活用する 

情報の探求 2 8 状況に合わせて練り上げた影響行使戦略を用いる 

組織の認知 2     

専門能力（注） －     

（注）必要最低条件    

スペンサー＆スペンサー、『コンピテンシー・マネジメントの展開』をもとに筆者再構成 

 

22-3．コンピテンシーの、人事評価への応用 

私は経営者の方に、社員の行動を評価するとき、「ディクショナリー」を利用するようお勧めしています。個

別の企業が独自の評価基準書を作るというのは現実的でありません。作ったとしても、それが最良であると

いう保証はありません。それならば大研究の成果を利用する方が効率的です。 

  

すべてのコンピテンシーについて評価するのは骨が折れるので、ウェイトで全体の上位８０パーセントを占

めるコンピテンシーについてのみ評価します。セールス職で言えば「自己確信」までです。ウェイトは合計

で３９あり、「自己確信」までで、累計２９になります。８０％には足りませんが、ほかのコンピテンシーは

すべて等価なので取捨選択できません。項目数としては半分に減るにもかかわらず、ウェイトでは全体の７

４％を占めます。 

  

実際に「ディクショナリー」を利用している会社の声を聞くと、評価に対する不満は在来型の人事考課に比

べて少ないようです。これだけ詳しければ、文句のつけどころがないでしょう。行動の内容が非常にハイレ
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ベルだという声もよく聞きます。これはことの性質から言って当然でしょう。文章が難しいとか、一部意味

不明であるとかの批判はよく聞きます。「ディクショナリー」を利用する場合は、評価者間で読み合わせ会を

行うことが必要です。 

23. 定年後再雇用者の賃金 

 

23-1．日本は高齢者労働大国 

駅やスーパーの構内を巡回している、高齢の警備員を私たちは見慣れています。しかし外国人にとってあれ

は非常な驚きだそうです。母国では働いている高齢者の姿を見ることさえまれなのに、先進国の一つである

日本で、高齢者がかくも厳しく、それでいて低賃金の仕事をするのかと。 

  

表に OECD の統計による平均引退年齢を示しました。日本の高さが際立っています。後述するように定年制

は日本にだけあり、大部分は 60 歳ですが、日本人男性は定年後 10 年、高年齢者雇用安定法が定める 65 歳

以後も 5 年働いていることになります。まさに高齢者労働大国です。 

  

日本人が高齢まで働かなければならない理由は、年金の支給水準が低いことにあります。OECD 統計による

と、年金の総所得代替率（年金受給額÷所得）は、加盟国平均が 61％であるのに対し、日本は 36％で加盟 34

か国中 33 位です。これには現役時代の所得が高いという理由もありますが、人口大国としては最も所得が高

いアメリカでも 42％です。フランスは 49％、ドイツ 42％です（2011 年、中位数所得者）。4 月から消費税が

引き上げられましたが、日本の財政収支を均衡させる消費税率は 33％の、しかも恒久増税だという説があり

ます(小林慶一郎『米経済学者が試算、赤字国債「150 年返済計画」』、文藝春秋 2013 年 9 月号)。年金は減る

ことこそあれ増えることはないでしょう。もはや高齢者は補助的な労働力あるいは半引退者とみなすべきで

はなく、仕事の内容も労働時間も、当然賃金も、まさに現役として扱うべき時が来ています。 

  

主要国の平均引退年齢（2011 年） 
 男性 女性 

フランス 

イタリア 

ドイツ 

OECD 平均 

イギリス 

アメリカ 

日本 

59.1 

61.1 

61.8 

63.9 

64.3 

65.5 

69.7 

59.7 

58.7 

60.5 

62.4 

62.1 

64.8 

67.3 

(資料：OECD “Pensions at a glance”) 

 

23-2．定年は日本独特の制度 

1887 年、海軍火薬製造所が初めて定年制を採用しました。その後 1980 年代に大企業を中心に普及し、1910

年代に多くの産業に普及しました。 

  

厚生労働省の『就労条件総合調査』によると、2013 年時点で 93％の企業が定年を定めており、その 98%は

一律定年制で、残りは職種別定年制などです。一律定年制の場合、「60 歳」とする企業が 83％を占めていま

す。「65 歳以上」という企業も 14％あります。小規模企業ほど定年年齢が高い傾向があり、「65 歳以上」と

いう企業は、従業員数 1,000 人以上の大企業では 5％にとどまるのに対し、30～99 人の小企業では 17％あり

ます。 
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先進諸国の中で、定年制は日本にだけあります。アメリカでは「雇用における年齢差別法」で年齢を理由と

する採用拒否や解雇、労働条件差別を禁止しています（パイロットやバス運転手などは例外）。ヨーロッパで

は EU 指令が、加盟国に雇用や職業における年齢差別を禁止することを求めています。 

  

日本では定年はもとより採用における年齢制限も常識です。役職定年や、一定の年齢に達したときに賃金を

減額することも相当程度普及しています。雇用対策法は求人や募集に際して年齢差別を行うことを原則禁止

していますが、「長期勤続によるキャリア形成のため」、あるいは「技能・ノウハウ等の継承のため」などの

理由があれば年齢制限を行うことを認めています。ちなみに日本の企業は履歴書に写真を貼ることを強く求

めますが、あれも外国人には、人種でふるいにかけているのかという疑念を抱かせます。 

  

欧米では、年齢で人を差別することは性別や人種、宗教で差別することと同列にみなされるといいます。日

本ではそのようなことはありません。採用や退職における年齢差別と引き替えに、いったん組織の中に入っ

てしまえば年功序列という形の逆差別も存在します。そういう状況でいきなり年齢差別禁止を法制化しても、

実際は年齢で落としているにもかかわらず、名目上は他のことを理由にする不採用が横行するだけで、何の

効果もないでしょう。アメリカでは年齢差別は禁止されていますが、能力不足を理由とする解雇は日本より

広範に認められています。日本で定年を廃止したら、雇用量を調整する手段は普通解雇しかなくなってしま

います。これは労働者も経営者も支持しないでしょう。 

 

23-3．なぜ日本にだけ定年があるのか 

定年は、それ以上雇い続けると賃金が高くなりすぎるためにあると言われています。 

  

日本に特徴的な雇用慣行のひとつに、企業が教育訓練を行うことがあります。日本の大学生は勉強をしない

といわれますが、特に人文科学系や社会科学系では、学問がそのままの形で職業に役立つことはほとんどな

い上に、仕事に必要な能力は企業が訓練してくれるのですから当然です。 

  

企業による教育訓練が年功賃金、ひいては定年と結びついています。訓練をする以上、素質がある学生を採

用しなければならないので募集経費が高くつきます。入社後数年間は、企業としてはむしろ授業料をもらい

たいくらいなのに給料を払います。このように大きな初期投資をした社員に辞められては困るので､企業は年

功賃金を払います。年功賃金では、若い時は生産性を下回る賃金しか払わず、中年以降になると生産性を上

回る賃金を払います。苦労が実る時期を後回しにすることによって、辞めにくい状況を作ります。このよう

な損得勘定は期間を定めなければ成り立ちません。その終点が定年です。新米時代の「授業料」と、新米で

はないが若い時の賃金「過小」分、高齢になってからの賃金｢過大｣分が定年到達時に均衡するように賃金制

度が設計されています。 

  

したがって、定年後再雇用時に正社員時代より賃金を減額することは合理性があります。「同じ仕事をしてい

るのに賃金が下がるのはおかしい」と考えことは、心情としては理解できますが、逆に同じ仕事をしている

のに賃金が上がってきたことも考慮すべきです。どれだけ減額するかは正社員時代の賃金カーブとの兼ね合

いで決めなければなりません。これを経ずにいきなり「7 掛けだ」、「8 掛けだ」と数字を出すのは乱暴な議論

と言わざるを得ません。 

 

23-4．人は定年の３歳前から老け込む？ 

定年はそれ以上雇い続けると賃金が高くなりすぎるためにあります。しかし一般的には、加齢に伴って能力

や意欲が低下するから定年制があると考えられています。確かに人間いつかは必ず衰えます。しかしそれは

60 歳なのでしょうか。 
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精神科医で老人医学が専門である和田秀樹氏は、「70 代も中高年もほとんど変わらない」といっています。

その一方で、定年制を含む年齢差別が違法でありながら、能力不足を理由にする解雇に対して寛大であるア

メリカでは、60～65 歳層の男性労働力率（その年齢層の全人口に占める、就業者または失業者の割合）は、

この層の雇用が義務づけられている日本よりも低くなっています。やはり人間は 60 歳から衰えが始まるの

でしょうか。 

  

いささか古い資料ですが、厚生労働省が 1981 年に行った「加齢と職業能力に関する調査」によると、「普通

に働ける年齢はおよそ 60 歳以上である。」という問いに対して、55％の従業員が「そう思う」と答えていま

す。「ある程度の配慮があれば働ける年齢はおよそ 60 歳以上である。」という問いに対しては 86％の従業員

が「そう思う」と答えています。1981 年といえば、法定定年年齢が 55 歳であり、60 歳定年が努力義務です

らなかった時代です。その当時でも、60 歳はまだまだ働けると評価されていました。一般の労働者と同列に

論じることはできませんが、当時と今とではスポーツ選手の寿命が格段に伸びたことを考えると、いま仮に

同様の調査を行った場合、同意する割合はさらに上がっていると予想されます。 

  

私は以前、社会人向けの職業能力研修校で講師を勤めたことがあります。受講生には 20 代から 60 代まで幅

広い年齢層の人がいました。そのときの経験でも、学力やパソコン能力に関しては、年齢と能力は完全に無

相関だった印象があります。 

  

中高年は意欲がないという評判もあります。これに関して「パーキンソンの法則」で知られるイギリスの歴

史学者・政治学者シリル・ノースコート・パーキンソンが興味深いことを言っています。人の能率は一定の

年齢ではなく「定年マイナス３歳」から減退し始めるということです。55 歳定年なら 52 歳、60 歳定年なら

57 歳です。たしかに 55 歳定年であった当時の 52 歳と現在の 52 歳は全然違う印象があります。これはもち

ろん、定年の 3 年前ともなればもはや昇進や大幅な昇給は望めず、インセンティブが不在であることが原因

であり、生理的なことが原因ではありません。 

 

23-5．定年廃止は時期尚早 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高安法）というものがあります。この法律は企業に対して 

①65 歳への定年延長 

②60 歳定年到達後 65 歳までの継続雇用 

③定年制の廃止 

のいずれかの雇用確保措置を講じることを義務付けています。これらの中でもっとも合理的な選択肢は何で

しょうか。 

  

まず定年廃止は時期尚早です。年功型賃金制度のままで定年を廃止した場合、いままで定年で収支を均衡さ

せてきたものが、何歳で均衡させれば良いのか分からなくなってしまいます。引退年齢で均衡させることが

できれば理想的ですが、それは何歳になるかわかりません。若齢に置き過ぎると企業側の負担が増えますし、

高齢に置き過ぎると従業員から不満が出ます。 

  

また、定年がなくなると、整理解雇や懲戒解雇という例外を除いて、解雇の手段は普通解雇（能力不足を理

由とする解雇）しかなくなってしまいます。しかし何が能力不足であるかについて、法的に確立された基準

はまだありません。一企業が独自に設定しても、法的に無効と解される恐れがあります。法律以前の問題と

して、普通解雇には経営者側の心理的負担も大きいでしょう。 

  

実際、厚生労働省の「高年齢者の雇用状況」（2013 年）によると、雇用確保措置として定年廃止を採用して
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いる企業は全体の 3％しかありません。 

 

23-6．継続雇用の魅力は柔軟性 

継続雇用は 81％と、大部分の企業がこれを採用しています。この理由はおそらく、いろいろな意味で柔軟だ

からでしょう。 

  

継続雇用には「勤務延長制度」と「再雇用制度」の２種類があります。勤務延長制度とは定年到達者を退職

させることなく引き続き雇用する制度であり、いわば定年の延期です。再雇用制度とは、定年到達者をいっ

たん退職させ、別の労働条件で再び雇用することです。勤務延長として何年か雇用し、そのあとで退職させ

て再雇用することも可能です。 

  

厚生労働省の「就労条件総合調査」（2013 年）によると、一律定年制を採用している企業のうち、74％が「再

雇用制度のみ」、9％が「勤務延長のみ」、10％が「両制度併用」、7％が「制度がない」となっています。 

  

高年法は、継続雇用した場合の労働条件について特に定めていません。労働基準法に適合する限りどのよう

な条件をとろうとも自由です。正社員に比べて労働時間を短くしたり、労働日を少なくしたり、異なる賃金

制度を適用することも自由です。こうした労働条件の変更を、60 歳到達時の 1 回きりではなく、随時行って

も構いません。こうした企業側から見た柔軟性が定年廃止・延長、勤務延長と大きく異なるところであり、

多くの企業が再雇用制度を選択する理由でしょう。 

  

さらに、このオプションを使う企業は少ないでしょうが、高年法には強制力がありません。高年法に反して

定年後・65 歳未満の社員を雇用しなかったとしても、厚生労働大臣による助言、指導、勧告を受けるにとど

まり、その社員を雇い戻さなければならないわけではありません。 

  

残る定年延長に、私は最も大きな可能性があると考えています。 

  

一律定年制を定めている企業における、継続雇用制度の措置別採用割合 

（単位：％） 
 勤務延長制度のみ 再雇用制度のみ 両制度併用 制度がない 

合計 

1,000 人以上 

300～999 人 

100～299 人 

30～99 人 

9.0 

2.3 

3.7 

8.6 

9.8 

73.9 

88.8 

89.1 

80.2 

70.1 

10.0 

6.1 

5.6 

6.9 

11.5 

7.1 

2.8 

1.6 

4.3 

8.5 

（資料）厚生労働省『平成 25 年就労条件総合調査』 

 

23-7．正社員に近いほど満足度が高い 

高齢社員の人事制度や賃金制度が、現役社員のそれらに近い企業ほど、高齢社員の比率や、高齢社員に対す

る評価が高という研究結果があります（藤波美帆、大木栄一『嘱託（再雇用者）社員の人事管理の特質と課

題』）。高齢社員の処遇を現役社員に近づける、最終的な形は定年の延長です。高齢者雇用の措置として定年

延長を採用している企業は、現状ではまだ 15％しかありませんが（厚生労働省『高年齢者の雇用状況』（2012

年）、今後は増えてくるでしょう。 
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23-8．定年は中小の方が延長しやすい 

もちろん、そのときは 60 歳未満も含めて賃金カーブ全体を見直さなければなりません。賃金カーブとは年齢

と賃金を対比したものであり、春闘でも「○○歳モデル賃金で△△円」というような要求が提出されていま

す。さらに年齢に基づく賃金制度自体が議論の対象になるでしょう。たとえば NTT は、本格的な雇用延長に

備えて、中年期以降の賃金カーブをより緩やかにすることで労使が合意しています。 

  

中小企業にはもともと賃金カーブが緩やかなところが少なくありません。社員の採用は新規学卒よりも、い

わゆる中途採用が中心なので、賃金カーブそのものが曖昧です。こういう場合、定年を 65 歳に引き上げるこ

とに伴う障害はほとんどありません。私が知る範囲でも、個別に雇用延長を繰り返すうちに、なし崩し的に

定年が 65 歳になってしまった会社がありますが、その間賃金制度はいっさい変更していません。 

 

23-9．再雇用者の賃金をどう決めるか 

ともあれ、現状ではまだまだ、継続雇用の手段は再雇用が中心です。その場合の賃金をどうするかについて

考えてみます。ただし再雇用社員（便宜的に嘱託社員と呼ぶことにします）のために特別な仕事を用意する

タイプではなく、正社員時代と同じ仕事、同じ所定労働時間で働くタイプを前提にします。 

  

まず基本給は「定年到達時基本給×α」とします。定年到達時の基本給にはもちろん個人差があります。α

に入る数字はその会社の財政事情で決めますが、一般的にいって０．８５以上は欲しいところです。人は１

５％異なると、重さの違いがわかるといいます。１５％以上賃金を減らすと、それ以上に労働意欲が下がっ

てしまう可能性があり、そうなると会社にとってマイナスです。 

  

賞与は現役員と同じ基準で支給します。基本給が実質的に現役時代と同等であるのに、賞与だけ別の基準で

決めるとか、支給しないとかいうのでは不均衡です。 

  

同様の理由で、諸手当も現役社員と同じベースで支給します。ただし管理職手当や役職手当というような、

残業手当の定額払い的な性格のものは支給しません。対外的に「部長」や「専任部長」と名乗ることは構い

ませんが、管理職扱いはしません。正社員でない人が、しかも正社員である管理監督者が別にいる状況で、

管理監督者であると主張することには無理があります。残業をさせたら残業手当を払いますが、よほど緊急

の場合を除いて残業そのものをさせません。嘱託社員は｢幹部候補生｣ではありませんから、義理残業やつき

あい残業をする必要がありません。 

  

定期昇給もやはり行います。嘱託社員は最大でも 5 年間しか勤めません。昇進はありません。退職金もあり

ません。このように考えると、定期昇給を行う意味は小さいように思えます。これが多くの企業で嘱託社員

に対して定期昇給を行っていない理由であると推測されます。しかし前出の藤波・大木論文は、昇給がない

ことが嘱託社員のモチベーション欠如につながっていると指摘しています。小さなことであれ、差別される

と悲しいのが人情というものです。 

  

一般的な傾向として、企業は嘱託社員の処遇に関して、やや無頓着すぎます。確かな根拠もなく、賃金は定

年到達時の４～７掛けにして、手当も賞与も昇給もなしというところが少なくありません。早い話がほった

らかしです。いくら賃金を低く抑えても、ほったらかしにされていると感じている人が戦力になるはずがあ

りません。 

 

  



 

77 

24. 役員報酬 

 

24-1．役員の能力は企業価値にどれだけ影響を与えるか 

この原稿を書いている 2014 年 6 月 27 日現在、上場企業の株主総会が集中的に開催されています。そしてソ

ニーの平井一夫社長が、会社が大幅な損失を計上しているにもかかわらず、1 億 8 千万円の報酬を得ている

ことが論議を呼んでいます。ことの是非は別として、ひとつ言えることは、1 億 8 千万円という金額は、同

社の発行済み株式 1 株あたりに換算すると 18 銭だということです。仮に平井社長が報酬を全額返上したと

しても、ソニーの株価は 1 円も上がらないでしょう。 

  

役員の高額報酬を支持する意見は、おおむね次の 2 つに集約できます。ひとつは役員の働きいかんによって

企業価値は大きく左右されるということ、もうひとつは役員にやる気を起こさせるには高額の報酬が必要だ

ということです。 

  

レイチェル・ヘイズとスコット・シェーファーは 1990 年、CEO（最高経営責任者）が不慮の死によって退

任した企業と、他社からの引き抜きによって退任した企業の、時価総額（発行済み株式数×株価、つまり会

社の値段）の変動を調べました。不慮の死は能力と関係ありませんから、これを遂げた CEO は平均的な能力

を持っていたと考えられます。いっぽう引き抜きによって退任した CEO は平均以上の能力を持っていたと

考えられます。結果は、CEO が引き抜きによって退任した企業は、不慮の死によって退任した企業よりも、

時価総額が 2,000 万～5,000 ドル多く下落していたということです。この論文が発表された 1990 年当時の円

相場である 145 円で換算すると、29 億～73 億円です。ヘイズとシェーファーは、この差は、会社を去った

CEO の能力の違いに起因していると言っています。 

（参考文献） 

デイビッド・ベサンコ／デイビッド・ドラノブ／マーク・シャンリー『戦略の経済学』（2002、ダイヤモンド社） 

 

24-2．高額な役員報酬は動機づけになるか 

次に、役員にやる気を起こさせるには高額の報酬が必要であるということについての研究結果です。マイケ

ル・ジェンセンとケビン・J・マーフィーは、1974～1986 年の間に、株式時価総額が 4 億ドル（1986 年当時

の為替相場に換算すると 680 億円）以上増えた会社と、逆に 4 億ドル以上減った会社の、CEO の報酬を調べ

ました。もしも報酬の多寡が CEO のやる気を左右するとしたら、企業価値が増えた会社の CEO の報酬は、

企業価値が減った会社のそれよりも低いはずです。結果は、時価総額が増えた会社は、これが減った会社よ

りも、平均して 20 万ドル（同 3,400 万円）、CEO の報酬が高いということでした。 

  

ジェンセンとマーフィーは、この程度の報酬の違いがやる気を左右するかどうか疑問は疑問だと言っていま

す。そのいっぽうで、株式の供与とストックオプションはある程度の動機付けになっていると述べています。 

  

経営者の高額報酬が論争を呼んでいるアメリカですが、その大部分はストックオプションや変動ボーナス、

株式などの業績連動報酬です。 

（参考文献） 

デイビッド・ベサンコ／デイビッド・ドラノブ／マーク・シャンリー『戦略の経済学』（2002、ダイヤモンド社） 

 

24-3．中小企業の役員報酬はどうあるべきか 

以上はアメリカの上場企業の話ですが、これを日本の、非上場の中小企業にあてはめると、次のようなこと

が言えます。 
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まず、責任を全うしている限りにおいて、役員の報酬は高額であることが正当化されるということです。仕

事の価値は①そこに必要とされる知識・技能、②精神的・肉体的負荷、③責任度、④作業条件で決まります。

役員は企業価値（会社の値段）への影響という意味で責任がきわめて大きいからです。 

非上場会社の場合、時価総額を直接知ることはできませんが、それは目に見えにくいというだけであって、

不変であるというわけではありません。「もし今子細に算定したら」という金額は日々変動しています。 

  

次に、報酬が高額であるべきといっても、必ずしも基本報酬だけで高額である必要はなく、相当部分はむし

ろ業績連動型の報酬である方が良いということです。基本報酬は一般職→係長→課長・・・という延長線上

に平取締役→常務→専務とあれば十分ですが、業績連動型の報酬は従業員の延長線上を超えるリスク（不確

実性）とリターン（期待値）を伴うのが良いでしょう。 

  

なお、中小企業は多くがオーナー企業であり、社長やその親族である役員の報酬には、実質的な株式配当が

含まれているとみるべきです。もちろん株主が配当を享受するのは正当な権利です。しかしそのような意味

での役員報酬は上で述べた限りではありません。本稿で対象にするのはあくまで、雇われ人である役員の報

酬です。 

 

24-4．業績は株価で測るのがベスト 

役員の業績は、可能であれば株式時価総額で評価するのが最善です。役員の最大の使命は企業価値（株式時

価総額）を高めることであり、これは株式会社という制度から考えて自明です。役員は株主総会で選出され

ますが、株主が望んでいるのは利益とその反映としての株価を上げることであって、雇用を創出することや

社会貢献をすることではありません。株価以外のことを優先するような会社には誰も出資しないはずで、会

社が存在しなければ雇用も社会貢献もありません。ノーベル賞経済学者であるフリードマンは『選択の自由』

（邦訳日本経済新聞社）のなかで、企業に社会的責任があるとすれば、唯一それは利益を最大化することだ

と述べています。 

  

しかしいかんせん、非上場会社は株価を知ることができません。 

 

24-5．役員の使命はリスクに挑むこと 

役員の業績は株価で測るのが最善であるとお話ししました。しかし非上場会社は株価を知ることができませ

ん。そういう場合はどのようにして役員の業績を評価すればよいのでしょうか。 

  

役員の使命のひとつに、リスクに挑むということがあります。株式会社とは本来、リスクに立ち向かうため

の仕組みです。事業の元手を株式という形で小分けにして、多くの人々に投資してもらいます。仮に事業に

失敗しても、集中投資をする人を除いては、投資家は破滅するわけではありません。こういう状況を作るこ

とによって、会社はリスクに挑むことが可能になります。世界最初の株式会社であるオランダ東インド会社

は、このような動機で 1602 年に設立されました。 

 

投資家の側もひとつではなく複数の会社に投資することによって、リスクを低減させることができるように

なり、多くの人が会社に投資することができるようになりました。 

  

アップル、エクソン・モービル、グーグル。これらは 2014 年 7 月現在、時価総額でみた世界の３大株式会社

です。アップル社は極めて少数の商品しか製造していません。いや製造はしておらず、開発と販売だけに集

中しています。他の２社も同じように、得意なものだけに経営資源を集中しています。「選択と集中」という

ものです。電気機器にとどまらず住宅や保険などにも進出している、日本の電機メーカーに比べればかなり
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リスク選好的です。 

 

24-6．提案を評価する 

リスクに挑むことが役員の使命であるならば、その評価はプロジェクトの提案をどれだけしたかで決めるべ

きです。 

  

経営者の方からよく聞くぼやきのひとつに、役員がアイディアを出さないということがあります。しかし、

ひょっとして、下手に提案などしようものなら「じゃああなたがやってくれ」と言われ、会社をあげての協

力などは望めず、成功して当たり前で、失敗したら厳しく責任を追及される。その一方で提案などしなくて

も従業員より高い給料がもらえて、解任されるおそれはほとんどない。そういう状況になってはいないでし

ょうか。これでは提案など出てくるはずがありません。 

  

リスクに挑むといっても、やみくもに危険な賭けをするということではありません。不確実性は伴うものの、

失敗しても会社が破たんしない範囲で、有望なプロジェクトをみつけて提案するということです。確実で有

望なプロジェクトがあればそれに越したことはありませんが、残念ながら世の中にそういうものはありませ

ん。 

 

24-7．無責任な提案をどう防ぐか 

しかし提案しただけで評価されるとなると、一時流行したマニフェストではありませんが、無責任なアイデ

ィアを数多く出してくる人が現れるはずです。そうならないために、提案は取締役会で承認されてはじめて

評価することにします。 

  

取締役会から承認される提案をすればよいということになると、今度は「このプロジェクト、絶対有望です

よ」というように、実態以上に楽観的な見通しを立てて、都合の悪い情報を隠して提案してくる人が現れる

かもしれません。このため、提案を承認するときには厳しい基準を設けることが必要です。 

  

厳しい基準を設けたとしても、提案をしてくる役員はその分野の専門家であり、専門家でない役員は誇張や

隠ぺいを見抜けないかもしれません。しかしそういう不正にいったん手を染めたら、その人の評判は傷つき、

以後は何を提案しても相手にされなくなってしまいます。したがってモラルハザード（道徳災害）が起きる

余地は限られています。 

 

24-8．褒美は与えるが罰は与えない 

提案とその承認だけで評価されるとしても、その実行には必ず提案者が関わることになります。ここで、失

敗したら責任を追及されるとしたら、依然「下手に提案などしない方がわが身のため」という状況が続きま

す。 

  

そこで、プロジェクトが成功した場合はさらに高く評価するが、明らかな怠慢や過失を除いて、失敗しても

責任を追及しないことにします。うまくいったらほめてつかわし、失敗してもお咎めなしというのはおかし

いような気がしますが、リスクに挑むことが重要である世界ではよくあることです。それこそ役員報酬とし

て多用されるストックオプションや株式供与もそうです。成功したら大金が入りますが、失敗しても罰金を

取られるわけではありません。スポーツの世界でも、負けたら罰金という報酬体系はありません。 

  

人間には「損失回避」といって、1 円得した時の喜びより、1 円損した時の悲しみの方を大きく感じる傾向が

あります。また、不運が起こる確率を幸運が起こる確率よりも過大に見積もる傾向もあります。たとえば 20

代の死亡率は 1000 人に 1 人未満です。これは 1000 本に 1 本当たりが入っているくじと同じです。そんなく
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じを毎月買う人はまれでしょうが、生命保険には毎月多くの人が掛け金を納めています。 

  

人間にはこのような心理があるので、失敗したら罰を受けるという契約はひどく魅力がないものに映り、引

き受け手がいなくなってしまいます。 

もっとも、あまりにも失敗を続けると、「あの人はダメな人だ」という評判が定着し、以後使ってもらえなく

なるという形での制裁は受けます。失敗に対する罰はこれで十分です。 

 

24-9．経営者の「合格ライン」 

役員に対してアイディアの提出を促すために、提案を評価する。結果は提案とは切り離して別途評価すると

いう話をしました。 

  

では経営者は自身の業績をどのように評価すべきでしょうか。今回はこのことについて考えます。 

 

経営者の業績指標は利益が基本です。しかし 1 円でも黒字ならば合格点というわけではありません。企業活

動には多くの資金が投じられており、債権者も株主もリスクを負っています。それで 1 円という、銀行預金

以下の収益率に甘んじるわけにはいきません。 

  

ではどれだけの利益を出せば合格点なのでしょうか。ひとつの答えが「EVA®」(経済的付加価値)という指標

です。これはコンサルティング会社であるスターン・スチュワートが、それまで「残余利益」と呼ばれてい

たものを改良して広く普及させたものであり、同社が商標権を持っています。 

  

EVA®の計算式は次のとおりです。税引き後の営業利益のうち、資本コストを超過する分のことです。 

  

EVA®（経済的付加価値）＝営業利益×（１ー実効税率）ー投下資本×加重平均資本コスト 

加重平均資本コスト  ＝｛負債／（負債＋株主資本）｝×負債コスト×（１－実効税率）＋｛株主資本／（負

債＋株主資本）｝×株主資本コスト 

株主資本コスト＝配当利回り＋配当成長率 

配当利回り＝１株あたり配当額／株価 

  

資本コストとは、債権者や投資家が貸付や出資の見返りとして求めているものです。負債については金利、

株主資本については投資家が期待する収益率のことです。これらを加重平均して投下資本（負債＋株主資本）

に乗じたものが資本コストです。なお、実際の EVA®の計算においては、営業利益にしても投下資本にして

も、損益計算書上に書かれている単純なそれらではなく、いくつかの修正を施します。これについては割愛

しますが、たとえば G・ベネット・スチュワート著、日興リサーチセンター訳『EVA®創造の経営』（東洋経

済新報社）などに詳しい計算方法が示されています。興味がある方はそちらをご覧ください。 

 

24-10．株主資本にもコストがある 

加重平均資本コストのうち、負債のコストは金利を負債の金額で加重平均した値であり、容易に求めること

ができます。支払利息が税金から控除されることを考慮して（1－実効税率）を乗じます。 

問題は株主資本のコストです。株主資本とは、貸借対照表の資本の部の合計であり、「純資産」あるいは「自

己資本」とも呼ばれます。負債には金利という明確なコストがありますが、株主資本については明確ではあ

りません。株主は、利益が上がったらそれを配当として請求する権利がありますが、赤字の場合は無配当で

も文句が言えません。 

  

では株主資本のコストはゼロなのかというと、そんなことはありません。株主が「これ以下の収益率が続く
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ようだったら出資しない」というコストがあります。株式は値下がりや無配当、倒産などのリスクがあり、

債権よりもリスクが大きい資産です。そのコストは負債よりも大きいはずです。ただし明確な数字がなく、

推定するしかありません。 

  

株主資本コストを推定する方法にはいくつかあり、「資本資産評価モデル」（CAPM）というものが代表的で

す。しかしこれはやや専門的なので、別の方法をご紹介しておきます。それは「株主資本コスト＝配当利回

り＋配当成長率」とするものです。 

  

株主は企業が一定の配当を出し続けることではなく、配当を年々増やしてゆくことを期待しているはずです。

配当が一定では株価が上がらないからです。そのように考えると株主資本コストは右の式のようになります。

配当利回りとは株価に対する配当の割合です。 

  

非上場会社の場合、株価がわかりませんから、配当利回りを算出することは不可能です。配当成長率を予測

することも困難です。したがって株主資本コストを直接推定することはできません。 

  

そこで、上場会社で自社と類似した事業を営む会社の、これらの値をもって代用します。配当利回りは計算

すればすぐにわかります。利益成長率は証券会社のアナリストが予測している、5 年程度の成長率を使いま

す。 

 

24-11．EVA®を使うことの意味 

計算式の話ばかりしてきましたが、改めて EVA®（経済的付加価値）を使う意味について考えてみます。そ

れは、企業は「資本コストを上回る利益」（＝EVA®）をあげて初めて、その価値が高まるということです。 

  

たとえば自己所有の土地があったとします。そこにアパートを建てて、金利や減価償却費を差し引いて、い

くらかの利益があったとします。空き地にしておくよりはましですが、駐車場にした方が、同程度のリスク

でありながらより高収益であるとしたら、その差額の分だけ、土地を無駄遣いしていることになります。 

  

EVA®に着目することは、資本の無駄遣いを意識することです。駐車場が、同じリスクでは最善の土地活用手

段であるとしたら、駐車場を経営した場合に得られるはずの利益が、その土地の資本コストです。 

  

社長の業績指標として EVA®を紹介しましたが、企業の中には工場や支社など、部門としての EVA®が計測

可能な場合、これに担当役員の報酬を連動させているところもあります。 

  

「選択と集中」という言葉があります。不採算事業からは撤退して、優位性がある事業に集中せよという意

味です。その際の事業の選別基準としても EVA®が使えます。 

  

日本企業は高付加価値化する必要があるとよく言われます。では高付加価値とは何か。ひとつの目標として

プラスの EVA®をあげてはじめて高付加価値だということもできます。 

  

もちろん、他の業績指標と同様、EVA®にも限界があります。ひとつは EVA®が高い、あるいは低いことが、

経営手腕の結果なのか、経営と関係ない外部要因によるのかがはっきりしないということです。たとえば

2008 年の金融危機のようなことが起こったとき、マイナスの EVA®の責任を経営者に帰すのは誤りでしょう。 

  

もうひとつの限界は、どのような事業も初めからプラスの EVA®が出ることはまれだということです。では

何期目までならマイナスでも良いのかというと、正解はありません。 
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（注）EVA®はスターン・スチュワート社の登録商標です。 
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25. 営業のインセンティブ 

 

25-1．昇進だけがインセンティブでは不足 

人事に関する経営者の悩みのほとんどは、昇進だけをインセンティブにしていることに起因しています。も

う一つのインセンティブとして有効なのが業績給です。営業は業績給が成果に結びつきやすく、営業向きの

人はもともとハイリスク・ハイリターンの報酬を好む傾向があります。業績給は後戻りができません。初め

は小さな金額で導入し、徐々に割合を高めてゆきます。 

  

一般的な正社員にとって、昇進が最大のインセンティブ（努力する理由）です。賞与や昇給ももちろんイン

センティブになりますが、強さは昇進にかないません。 

  

しかし昇進をインセンティブにすると、困ったことがひとつ出てきます。昇進を重ねた結果、それ以上の昇

進が望めない状況に置かれると、インセンティブを失ってしまいます。その結果、組織の上層部は意欲が低

い人によって占められるという、「ピーターの法則」といわれる現象です。私が経営者の相談に乗ってきた限

りでも、悩みの八割方はピーターの法則に起因しています。 

  

昇進を温存しながら社員の意欲を喚起するためには、別のインセンティブが必要です。そのひとつとして特

に営業職に有効なのが業績給です。昇進には限界があっても、業績給に限界はありません。業績給があれば、

営業職は目標を達成してしまっても努力をやめません。会社としても、十分に達成が可能な、モチベーショ

ンが上がる目標を与えることができます。 

 

25-2．業績給が効果的な仕事の条件 

業績給を使う場合、効果が高い仕事とそうでない仕事があります。業績給はまず、本人の努力で左右できる

部分が大きい仕事に効きます。たとえば海水浴場の海の家は、休日の天候によって売上が大きく左右されま

す。海の家の店員に業績給はあまり効きません。効くとしたら極めて高額なものである場合だけです。 

  

第二に、それ自体が楽しくはないような仕事に効果があります。職人といわれるような仕事は、それ自体が

楽しいものです。ああいう仕事で「ミス一件につきノーミス手当を千円減じる」というようなことをやって

も、社員はかえってやる気を失ってしまいます。 

  

第三に、賃金が社会的な評価を表す仕事に効果を持ちます。典型的なのがスポーツ選手です。プロ野球でも

し年俸が秘密だったら、むしろ選手間の競争圧力が下がってしまうことでしょう。 

  

営業職は、これらの条件は明らかにあてはまります。 

 

25-3．営業向きの人はリスクを好む 

営業向きの人ほどハイリスク・ハイリターンの賃金を好む傾向があります。 

  

ある会社では、定年前は営業職も固定給１００％で、再雇用後は固定給を定年到達時の半分に減らし、残り

は業績給としています。これを本人たちはむしろ歓迎しています。 

  

中小企業では多くの場合、営業で採用された人はずっと営業をやるのが暗黙の前提です。それでも志願して

くるということは、もともと営業が好きな人が営業をやっている確率が高いです。業績給は中小企業により
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向いています。 

 

25-4．まずは小さな割合で始める 

業績給制度を作る場合、まず固定給と業績給の割合を何対何にするかを決めます。その際、１００％業績給

というのは違法です。労働基準法は、出来高制などの労働者でも、労働時間に応じた一定額の賃金の保障を

しなければならないと定めています。 

  

保障しなければならないのは最低賃金法で定める賃金です。固定給と業績給を合わせた金額がこれ以上であ

れば、さしあたり実定法には違反しません。 

  

ただし、これはタクシー運転手に限った話ですが、厚生労働省の通達（１９８９年）で、歩合給制度が採用

されている場合には、労働時間に応じて、固定給と合わせて、通常の賃金の６割以上の賃金を保障せよとい

うものがあります。他の業種でも、通常はこれに準じるのが無難でしょう。 

  

賃金の期待値（普通にやっていればこのくらいはもらえるという金額）は、リスクがあるにもかかわらず完

全固定給の人と同じでは、誰も営業をやりたがりません。より高くする必要があります。 

  

一般的に、努力が成果を左右する割合が高いほど、業績給の割合を高くします。しかし導入の当初は、業績

給の割合を低く抑えます。固定給はそれまでどおりとして、それに対して付加的に業績給をつけます。全体

で固定給の２％というように、小さな割合でつけます。２％は会社からの持ち出しになりますが、業績給を

導入したら、営業職がこれに全く反応しないということはありえません。いくらかは会社の収入が増えるは

ずです。 

  

これでうまくいったら（支出が増える以上に収入が増えたら）、業績給をもう少し増やします。それでもうま

くいったら、今度は固定給の一部を業績給に移行し、さらに業績給を増やします。これを繰り返して最終的

な落としどころを決めます。図に示したようなイメージです。 

  

小さな割合から入るのは、業績給制度は、うまくいかなかったら歩合を下げるというわけにはいかないから

です。最初から業績給の割合を大きくすると、トップクラスの人は大きな報酬を手にします。そこで業績給

の割合を下げると、トップクラスは報酬が減ってしまいます。その結果、優秀な人ほど力を出し惜しむよう

になってしまいます。 

 

25-5．歩合の率は下げられない 

績給は売上拡大の強力な武器になりますが、形だけ取り入れても効果はありません。なぜそのようにするの

かを理解していなければなりません。業績給は使い方を間違えると売上をむしろ抑制したり、営業パーソン

を誤った行動に導いてしまったりもします。導入する前に、経営者の方にこれだけは押さえておいて欲しい

という基本をまとめました。 

  

最も基本的なこととして、一度決めた歩合の率は、上げることはできても、下げることはできないというこ

とです。会社は歩合の率を実際に下げないだけでなく、将来も下げることはないと宣言する必要があります。 

  

なぜか。それは、「稼ぎすぎたら歩合を下げられる」と従業員が学んでしまったら、力を出し惜しみするよう

になるからです。歩合の率は逆戻りできない歯車のようなもので、前に進めることはできますが、後ろに戻

すことはできません。 
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ある IT 系の企業では、基本給を温存したうえで、担当するコンテンツの売上に比例して業績給を払う制度を

導入しました。目論見通り売上は増えました。社員の年収も増えました。しかし会社は、業績給の額が大き

すぎるという理由で、歩合を下げてしまいました。さらに悪いことに、社長が、特に大幅に売上が増えた社

員の前で「今までは本気を出していなかったの？」と言ってしまいました。これでは業績給を、社員の底力

を知るための実験に使ったと思われても仕方がありません。試されていると知ったら、全力を発揮する人は

いません。以後、売上は元に戻ってしまいました。 

  

食品販売のある会社では、期間限定の業績給制度を導入しました。期間中の売上は増えましたが、予定通り

終了後に制度をやめました。すると売上は以前より減ってしまいました。予定通りであれ何であれ、なくす

ることは下げることに違いなく、やはり負の影響が出ました。 

 

25-6．上限を設けることは逆効果 

第二に、報酬には上限を設けないということです。 

  

前回、業績給が効果を持つ職業の例としてスポーツ選手をあげました。かの人たちの年俸に上限があっても

よいという人はいないでしょう。 

  

しかし経営者は自分の会社に業績給を導入する場合、上限を設けたがります。理由として最も多いのは「棚

ぼた」です。本人の努力と関係ない特殊要因で売上が一時的に増えることがあります。こういうものに報酬

を払いたくないというわけです。 

  

ハーバード･ビジネススクールのダグ・J・チュン助教授は「大企業のほとんどは手数料報酬に上限を設けて

いるが、これは優秀な営業担当者のモチベーションと努力を削ぐ」と述べ、報酬上限を廃止することによっ

て九％の売上増を達成した事例を紹介しています。 

（参考文献） 

ダグ・J・チュン『営業を本気にさせる報酬制度とは』（ハーバード･ビジネス･レビュー２０１５年８月号所収） 

 

25-7．長期戦の営業には使えない 

三番目の留意事項は、最初の接触から受注までの期間が長い営業では、業績給は使えないということです。 

  

たとえばコンサルティングの販売は、見込み客と最初の接触をしてから、成約するにしてもしないにしても、

結果が出るまでに、長いときでは１年近くかかります。その間何度も接触を繰り返します。こういう仕事で

成功報酬に依存した賃金制度を採用しても、あまり効果はありません。 

  

こういう制度は、たとえば今月で定年退職する人には全然励みになりません。そこまで極端でないにしても、

一年後となると、ひょっとしたら自分はこの会社にいないかもしれない、取引先は誰か別の人が担当になっ

ているかもしれないなど、さまざまなリスク要因があります。そういう状況では「今日は業績給をこれだけ

稼いだぞ」というものがみえにくく、励みになりません。 

 

25-8．報酬は均等に 

４番目の留意事項は、複数の商品に業績給を設定しても、営業パーソンは最も効率よくお金を稼げる商品の

販売にしか取り組もうとしないということです。複数の商品をバランスよく売りたいならば、（相当難しいこ

とですが）営業パーソンが１時間働いた場合に得られる報酬が均等になるように歩合の率を決めなければな

りません。このことは「均等報酬原理」と呼ばれます。 
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携帯電話は料金の仕組みも複雑ですが、会社から販売代理店に支払う奨励金の仕組みもまた複雑です。子会

社であるインターネットプロバイダーとの契約や、無線 LAN ルーターの接続率などにも奨励金がかけられ

ています。ある代理店はこれらの奨励金制度に対応しようとして、社員に多様な業績給制度を導入しました。

しかし社員は結局、電話機の販売にしか興味を示しませんでした。電話機の販売に集中することが、一番効

率よく業績給を稼げるからです。 

 

25-9．優秀な人は長期の目標を持つ 

５番目の留意事項は、優秀な人は長いサイクルで業績給を払っても動機付けられるが、そうでない人は短い

サイクルで払わなければ動機付けられないということです。 

  

心理学は優秀な人ほど長期の目標を持つと教えています。ロイ・バウマイスターとジョン・ティアニーは、

収入が多い人は少ない人に比べ、遠い将来のことを考える傾向があるといっています。 

  

営業パーソンも同様で、優秀な人は１年間の売り上げに対して業績給を払うということにしても、１年先を

見据えてこつこつ努力します。 

  

営業パーソンにも毎月の賃金はあくまで固定給として、四半期や半年などの節目に業績給を払う企業があり

ます。これも良い方法ですが、その場合どのくらいの間隔で払うかは、いったん決めたものを固守するので

はなく、営業パーソンの反応をみて決めます。 

（参考文献）ロイ・バウマイスター／ジョン・ティアニー『WILLPOWER＿意志力の科学』（2013、インターシフト） 

 

25-10＿何に対して払うか①＿会社が追求すべき目標とは 

営業パーソンに歩合を払う場合、多くの会社では売上に対して払っています。粗利益に対して払っている会

社もあります。MBO（目標管理）において、会社目標が売上高と利益だけであることが多いのと似ています。

これら以外の目標はなかなか想像しにくいとうのも一因でしょう。 

  

もちろん売上と利益だけの目標でも、ないよりははるかに効果があります。しかし売上はスポーツにたとえ

れば得点、利益は勝利です。これらが必要であることは、言われなくてもみなわかっています。問題はどの

ようにして点を取るか、勝利をあげるかということです。ここに踏み込むのが戦略というものです。 

  

企業が追求すべき目標について述べた理論に「バランス・スコアカード」があります。ハーバードビジネス・

スクール教授であるロバート・S・キャプランと、経営コンサルタントであるデビッド・P・ノートンが『バ

ランス・スコアカード～新しい経営指標による企業変革』（生産性出版）で提唱しました。 

  

バランス・スコアカードは、企業は「財務の視点」「顧客の視点」「社内ビジネスプロセスの視点」「学習と成

長の視点」という、四つの視点から業績指標を設定するのが良いと説きます。そのようにすれば短期目標と

長期目標のバランス、財務的目標と財務的でない目標のバランス、過去と将来の業績評価指標のバランス、

外部的視点と内部的視点のバランスが保たれるというわけです。 

  

４つの視点のなかで、財務の視点と顧客の視点における指標は営業パーソンの活動に関連しています。 

  

財務の視点とは、売上高や利益に代表される、財務成績に関連する指標のことです。ビジネスユニット（事

業単位）を、縦軸に「成長期」「持続期」「収穫期」という三つのライフサイクルに区別し、横軸に「収益の成

長と新製品やサービスのミックス」「原価低減および生産性の向上」「資産の有効活用および投資戦略」とい

う３つの「戦略的財務テーマ」に区別します。そのうえで、それぞれのカテゴリーに適した業績指標を提示
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しています（表参照）。特に「収益の成長と新製品やサービスのミックス」の列における指標は営業に関連し

ています。 

顧客の視点とは顧客の獲得または維持に関することで、主要な目標には①市場占有率と勘定口座の占有率、

②顧客定着率、③新規顧客獲得率、④顧客満足度、⑤顧客の利益性があります。 

  

戦略的財務テーマの業績評価表 

  戦略的財務テーマ 

  収益の成長と新製品や 

サービスのミックス 

原価低減および 

生産性の向上 

資産の有効活用 

および投資戦略 

ビ
ジ
ネ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
の
戦
略 

成
長
期 

セグメントの売上成長率 

新製品・サービス・顧客別収

益率 

従業員一人あたりの収益 
投資額（対売上高比率） 

R&D 額（対売上高比率） 

持
続
期 

ターゲットとする顧客と口座

のシェア 

多方面への販売 

新規用途の収益率 

顧客と製品系列の利益率 

自社対競合他社のコスト 

原価低減率 

売上高に対する間接費率 

運転資本（キャッシュのサイ

クル） 

重要資産の使用総資本利益率 

資産活用 

収
穫
期 

顧客と製品系列の利益性 

利益性のない顧客の割合 

単位あたりコスト 

（製品 1 単位当たり） 

回収期間 

スループット時間 

（資料出所） ロバート・S・キャプラン、デビッド・P・ノートン『バランス・スコアカード～新しい経営指標による企

業変革』（1997、生産性出版） 

 

25-11．何に対して払うか②＿成長期にある企業の目標 

成長期とは事業の最初の段階です。新設の企業や、既存企業の新規事業がこれにあたります。この段階の事

業は新製品の開発や設備の導入、人的ネットワークの形成など、何かと投資がかさみます。利益を求めても

厳しいものがあります。 

  

そこで成長期には売上を重視します。新商品や新サービスを「取り扱いを始めてから○○年以内のもの」と

いうように定義し、それらの商品の売上に対して歩合を払います。 

  

成長期には新規顧客獲得も重視します。新規顧客の獲得件数に対して歩合を払います。 

  

顧客獲得を指標にすると、「すぐ解約しても良いから契約して」と顧客に頼む営業パーソンが出てくることは

容易に想像できます。そうならないように、短期間で解約した場合には歩合を返還してもらう（翌月の歩合

から差し引く）条項を入れておきます。 

  

顧客を開拓したあとは取引を深耕することにインセンティブを与えます。契約後顧客から支払われた収入に

対して歩合を払います。 

  

生命保険会社の営業パーソンは、新規の契約を獲得すると高い報酬が得られる制度になっています。ただし
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契約後何年かのうちに解約した場合、歩合を返還するという条項があります。そのために保証人まで要求し

ます。さらに、その何年間かが過ぎた後でも契約を維持させるように、契約が続いている限り保険料収入に

応じた歩合が入る仕組みになっています。 

  

新しい会社や事業にとっては、どんな顧客でも手当たり次第に攻略するのではなく、特定の地域や客層をタ

ーゲットとして定め、そこを重点的に攻略するのが一般的です。その分野での顧客獲得や売上に対してだけ

歩合を払う、あるいは歩合の率を高めることも有効です。 

  

市場にはセグメントというものがあります。直訳すると「階層」です。法人の場合は「千代田区にある従業

員 50～100 人の小売業」という具合に、業種、規模、地域で分けるのがもっとも基本的です。個人の場合は

しばしば年齢や性別、職業によって区分されます。 

  

ターゲットを決める場合、顧客をセグメント化することから始めます 

 

25-12．何に対して払うか③＿持続期の課題は利益と顧客の定着 

持続期とは初期投資が終わったあとの、その状態を持続すべき時期のことです。事業が軌道に乗った状態で、

世の中の多くの事業はこの段階にあります。 

  

持続期にある事業は使用総資本営業利益率や売上高営業利益率などの、利益率を重視します。営業パーソン

の業績指標もこれらの指標に貢献するものを採用します。 

  

利益率を上げる方法として、まず利益率が高い顧客に対して販売することがあります。この場合営業パーソ

ンには、利益率が高いセグメント（分類）の顧客に対する売り上げについて、他より高い歩合を設定します。 

  

あるいは利益そのものに歩合を払うという方法もあります。その場合は粗利益（売上高－売上原価）を指標

にします。「マルチコスト法」といって、粗利益から旅費交通費や輸送費など、企業が独自に決めた費用を引

いた利益に対して歩合を払うこともあります。営業利益や経常利益は個別の営業パーソンが制御できないの

で指標にしません。 

  

特定のセグメントに対して集中的に売るのではなく、逆に幅広いセグメントに対して売るという戦略もあり

ます。特定のセグメントに集中していると、そのセグメントが小さくなったときに売るべき相手がいなくな

ってしまいます。現在であれば若者相手の事業がその典型です。 

  

持続期にはリスクを分散するために、幅広い顧客を開拓するという戦略もあります。その場合は新しいセグ

メントに対する売上に対して高い歩合を設定します。集中と分散のどちらを選ぶかは企業の判断によります。 

  

持続期にある企業が直面する市場の多くは成熟していて、もはや拡大が期待できないことが多いものです。

そういう場合は市場内でのシェア（占有率）を追求します。 

  

シェアを拡大するためには、まず既存顧客に定着してもらうことです。定着していれば取引を増やしてくれ

ることもありますし、他の顧客を紹介してくれることもあります。定着率を高く保つためには、営業パーソ

ンに、担当顧客の数に応じて歩合を払います。 

  

IT 系のサービスには、利用料を 1 年分まとめて前払いする方が、1 か月ずつ払うよりも割安になるような料

金設定が頻繁にみられます。紙の雑誌の定期購読もそうです。これらは、もちろんその方が会社の資金繰り
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が楽になるという理由もありますが、長期の契約をする顧客ほど定着率が高いという事情もあります。これ

を営業パーソンの歩合に置き換えるなら、長期前払いの契約ほど、それを獲得した場合の歩合を高くします。 

顧客満足度は最も重要な顧客指標です。顧客満足度に歩合を払うことができれば強力な営業ツールになりま

す。 

  

しかし実際には、顧客満足度に関して信頼できる数値を得ることは、調査の素人には困難です。専門の市場

調査会社によるわけでない、ましてや答えても何ももらえないアンケートやインタビューに、高い率での誠

実な回答はまず期待できません。 

  

その代わり、顧客満足を左右するものについて歩合を払うことは可能です。たとえば顧客希望納期遵守回数

や顧客への提案回数（見積書や提案書の提出件数）です。 

 

25-13．何に対して払うか④＿収穫期の課題はキャッシュフローと顧客の利益性 

収穫期とは、成長期や持続期に投資してきた成果を刈り取る時期、つまり事業の手じまいを視野に入れた時

期です。 

  

収穫期にある事業は会計上の利益ではなく、キャッシュフロー（現金の収支）を重視します。会計上の利益

は減価償却費や引当金繰入額など、現金の動きを伴わない収支も考慮したものですから、もはや刈り取りに

入った事業においては重視しません。 

  

キャッシュフローを稼ぐうえで重要なことは顧客の利益性です。儲かる顧客だけを相手にします。長期的な

利益を視野に入れないので、獲得することにコストがかかる、新規顧客は追求しません。既存の顧客でも、

収益的でない顧客まで維持しようとはしません。 

  

キャプランとノートンは下の表のような顧客戦略を推奨しています。 

  

A の範囲にある顧客にはそのまま定着を促します。 

  

B の顧客にももちろん定着を促しますが、加えて、今後価格引き下げ要求や納入方法の変更要求などによっ

て、利益性が低下するようなことがないかどうか注視します。兆候が表れたら早めに対処します。 

  

C の顧客には、価格や納入方法の改善交渉をすることによって、利益性ある顧客に転換するよう促します。 

  

D の範囲にある顧客には定着も、利益性ある顧客への転換もあえて促しません。 

  

これを営業パーソンの歩合に置き換えると、次のようなことが考えられます。顧客別にその利益性を評価し

て ABCD に分類します。そして、それぞれに異なった歩合の率を設定します。当然、A が最高で D が最低

です。あるいは、C の顧客が A になった場合、歩合を払うようにします。 

  

ターゲットとする市場セグメントと顧客の利益性 
 利益性のある顧客 利益性のない顧客 

ターゲットとする市場セグメント A：顧客 を定着させる C:顧客を転換させる 

ターゲットとしない市場セグメント B：顧客をモニターする D:顧客を無視する 

（資料出所） ロバート S・キャプラン、デビッド P・ノートン『バランス・スコアカード～新しい経営指標による企業変
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革』（1997、生産性出版）。ただし ABCD という記号は引用者が独自につけました。 

 

 

25-14．成功したければ実験しよう 

営業パーソンのインセンティブを導入するにあたって最大の難関は、「裏目に出たらどうしよう」という不安

ではないでしょうか。固定給としての賃金制度なら、よほどひどいものでない限り、導入して後悔するとい

うことはありません。しかしインセンティブは、不適切なものを与えるとたいへんなことになります。 

  

何に対して何％の歩合を払うか、基本給と歩合の割合は何対何にするか、歩合に上限を設けるか、何か月サ

イクルで払うか、・・・これらの問題に最初から正解を用意することは正直、無理です。 

  

そんなリスクを減らす良い方法があります。「AB テスト」です。ホームページをデザインするときや、商品

の価格を決めるときによく用いられる方法です。A 案と B 案を実際に試してみて、結果が良かった方を採用

するという、実に簡単な方法です。 

  

ウリ・ニーズィーとジョン・A・リストは「自分の思いつきに惚れ込んでしまう経営者を、ぼくたちはいやと

いうほど見てきた。そんな思いつきを、疑いもせず無邪気に世界にぶちまけて、派手に転んでしまう。（略）

対照的に、実地実験をやっている企業は大小含めてちゃんとあり、彼らは利益を上げ、お客さんを呼べてい

る」と言っています（『その問題、経済学で解決できます。』東洋経済新報社）。実際、インセンティブを取り

入れている企業の多くは、実験によって制度を洗練させています。 

 

25-15．実験のステップ 

AB テストの具体的な手順についてお話してゆきましょう。 

  

ステップ１：何が欲しいのか 

  

まずインセンティブを導入することによって改善したい、全社ベースでの数字を決めます。売上高なのか利

益なのか、新規顧客数なのか総顧客数なのかというようなことです。 

  

ステップ２：何をテストするか 

  

次に今回のテストで試すことを決めます。「何に対して歩合を払うか」なのか「歩合の率は何％にするか」な

のか「基本給を減らして歩合を増やしてはどうか」なのかということです。1 度のテストでは一つのことし

か試せません。 

  

テストする段階で未定のこと、たとえば歩合の率を何％にするかなどは、暫定的な数字を使います。一度決

めた歩合の率は下げられないと言いましたが、テストであると断ってやる場合は例外です。 

  

ステップ３：判断基準を決める 

  

A 案と B 案の優劣を何で判断するかも決めます。営業利益が欲しいならば、歩合 1 円当たりの営業利益で、

売上高が欲しいならば、歩合 1 円あたりの売上高で判断します。 

  

ステップ４：候補案を出す 

  



 

91 

実験で試すべき候補案を出します。 

  

欲しい物が営業利益であり、今回は「何に対して歩合を払うか」をテストすることにしたとします。その場

合、営業利益はパーソン個別に算出できませんから、個別に算出でき、かつ営業利益に最も近い、マルチコ

ストで算出した利益（粗利益から輸送費や旅費交通費など、会社独自に決めたコストを引いたあとに残る利

益）がまず候補になるでしょう。しかしマルチコストは複雑で、パーソンが反応しない可能性があります。

よりわかりやすい、粗利益に対して払うという案も候補になります。粗利益よりさらにわかりやすい、売上

という案も候補になりえます。 

  

候補案を出すとき、案の数は制限しません。思いつく限りのものを出します。 

  

ステップ５：影響を予測する 

  

インセンティブを導入した場合に生ずるであろう影響について予測します。営業パーソン間、あるいは営業

パーソンとそうでない社員との間に報酬格差が生るのではないか、パーソン間で条件的に有利不利があるの

ではないか、パーソンの収入が季節によって大きく変動するのではないか、このような影響について予測し

ておきます。 

  

ステップ６：優先順位を決める 

ステップ３で思いつくままに候補案を出しましたが、すべてを試すことは無理です。予算や時間を考慮して、

実際にテストすべき案を絞り込みます。 

  

影響の優先順位も決めます。会社に最も多くの利益をもたらす案は、営業パーソン間の賃金格差を助長する

ものであったり、季節変動が大きいものであったりするかもしれません。その場合もやはり利益優先なのか、

どこまでの格差や季節変動なら容認するのかということを事前に決めておきます。 

  

ステップ７：実験する 

  

いよいよ実験をします。一方のグループには A 案、もう一方のグループには B 案を、同時進行で試して結果

を比較します。 

  

メンバーの選び方には恣意性が入らないようにします。コイン投げでもやって、営業パーソンを２班に分け

ます。そして１班は奇数月に A 案、偶数月に B 案、２班はその逆というようにテストします。 

  

ステップ８：検定する 

  

最後に実験結果を検定します。 

  

「1 年続けてみて、A 案が B 案の倍の効果（歩合 1 円あたり営業利益）があった」という結果が出たとした

ら、何度やっても A 案が勝つと考えるのが妥当です。しかし「２か月試してみて、A 案が B 案より１％大き

い効果があった」くらいで A 案が優れていると判断するのは危険です。別の機会に実験をしたら逆の結果が

出る可能性が多分にあります。 

  

偶然と考えるべきでない差のことを「有意差」といい、これがあるかどうかを確かめることを「検定」とい

います。有意の差が出た時点で、あるいはもともと有意差がないと結論づけられた時点でそのテストは終了



 

92 

します。 

検定が唯一、AB テストでやや専門的な知識を必要とする部分です。ここで説明する紙幅はありませんが、統

計学の入門的な本を読めばわかることです。 

２つ以上の候補案があるとき、たとえば 4 つの候補案があるときは、４案すべてを同時にテストしません。

４つの案の条件をそろえることが困難だからです。そういう場合は A 案対 B 案、C 案対 D 案・・・というよ

うに、あくまで 1 対 1 でテストし、トーナメント方式で最後まで残った案を採用します。 

  

 AB テストのステップ 

 ステップ  例 

 １. 改善したい数字を決める 売上高、営業利益、新規顧客獲得数、・・・ 

 ２. 実験する内容を決める 
何に対して歩合を払うか、歩合の率は何％にするか、基本給対歩

合の割合・・・ 

 ３. 優劣を判断する基準を決める 歩合１円あたりの営業利益、同売上高、・・・ 

 ４. 候補案を出す 
マルチコスト利益に対して払う、粗利益に対して払う、売上に対

して払う、・・・ 

 ５. 影響を予測する 報酬格差の拡大、報酬の季節変動、・・・ 

 ６. 実験すべき候補案を絞り込む 賛成者が多い上位 20％の案に絞る 

 ７. 実験する A 案対 B 案、C 案対 D 案、・・・ 

 ８. 結果を検定する 有意差が現れるまで実験を繰り返す 
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26. 人材活用の成功法則 

 

26-1．あらゆる状況であてはまる成功法則 

いままでこのページで、主として賃金制度や評価制度について述べてきました。しかしこれらさえ整備すれ

ば会社の業績が良くなるというわけではありません。常識的に考えても、社員に能力がなければどうにもな

りません。いわゆる「社風」が悪い会社もダメなはずです。賃金以外に重要な人事施策政策とは何なのか。

今回はこれについてお話しします。 

  

賃金制度を設計するとき、どの経営者の方も「うちの会社に合った制度を作って欲しい」と言われます。 

  

しかし過去にこのページで述べたように、正社員の賃金に関しては、①等級があり、②等級に幅があり、③

評価つき定期昇給があり、④上位等級のメリットは累進的にするという原則に合わない会社はありません。

上であげた、社員の能力や社風が重要だということも、業種や企業規模、市場の成長段階（成長期か安定期

か衰退期か）を問わず当てはまるはずです。 

  

つまり人材活用においては、どのような組織でもどのような環境であってもあてはまる成功法則があります。 

  

組織や状況を問わず効果的である人事施策については古くから研究が行われており、そういう施策のことを

「ベストプラクティス」と言います。直訳すると「最善施策」ということになりましょうか。その中でもっ

とも有名な理論として「フェファーモデル」があります。スタンフォード大学経営学大学院教授であるジェ

フリー・フェファーが提案したもので、人材活用の教科書では必ずと言ってよいほど紹介されています。 

（参考文献） 

ジェフリー・フェファー『人材を生かす企業』（1998、トッパン） 

 

26-2．雇用の保証 

フェファーモデルの第１項は、高い雇用保障です。不景気や経営者の戦略ミスなど、従業員の力の及ばない

理由では解雇をしないということです。 

雇用を保証することには、①従業員を解雇することはライバル企業に優秀な人材を提供することになる、②

容易に解雇できない分、人材を徹底的に吟味したうえで採用するようになる、③従業員に長期的な視野が生

まれるなどのメリットがあります。 

  

最近日本でも、労働力の産業間移動を促すために、解雇規制を緩和すべきだという議論があります。しかし

フェファーモデルが示唆するところによると、解雇を容易にすれば企業が繁栄するわけではなさそうです。 

  

アメリカはイギリスと並んで、解雇が OECD 加盟国で最も容易な国です。しかしアメリカでも解雇を経験し

た人は再就職しても所得が大幅に下がっており、そこからの回復も難しく、労働者が解雇を脅威に感じてい

ないわけではけっしてありません。 

  

日本でも人材を使い捨てにするというビジネスモデル（？）があり、一時期の成功は収めました。しかしそ

れらの企業は手痛いしっぺ返しを受けました。人の使い捨ては持続可能な戦略ではありません。 

  

なお、フェファーは「雇用保障には、仕事のできない従業員まで雇用しておくという概念はない」と言って

います。 
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26-3．徹底した採用 

第２は、新規人材の採用において慎重な選抜を行うということです。具体的には 

① 大きな母集団の中から選ぶ 

② 必要な能力や適性を明確にしたうえで選び、単に「優秀な人材」というだけでは採用しない 

③ 採用後のスキルの活かし方をよく検討したうえで採用する 

④ 入社後の社員教育でも習得できるスキルでは判断しない 

⑤ 何度も面接を行い、採用に関して真剣であることを示す 

⑥ 役員など上級の役職者を面接に参加させる 

⑦ 常に採用手順の改善を図る 

ということです。 

  

雇用保証ということに関しては、大企業より中小企業の方がむしろ優れている面があります。たとえば大企

業よりも中小企業の方が、60 歳超の定年、あるいは定年制そのものがない企業の割合が高いです。しかしそ

の裏返しというべきか、人材採用における慎重さに関しては、逆に中小企業が劣っています。採用というの

は高い金銭的コストを伴うことなので、致し方ない面もありますが、正直、選考も何もない「先着順」の採

用に私も何度か立ち会ってきました。代わりの人を採用できないので解雇できないという面もあります。大

きな母集団など夢物語と言われるかもしれません。 

  

そういう会社は、公募にこだわる必要はありません。経営者や社員の個人的なネットワークの中から探した

方が、よほど母集団が大きいはずです。中小企業はややもすれば同業での経験の有無を重視しますが、経験

による差など僅かなものです。それこそ、入社後の社員教育でも十分習得できるスキルです。 

 

26-4．自己管理チームと権限の委譲 

第３は、基本的な組織のありかたとしての、自己管理チームと権限の移譲です。 

  

チームとは、メンバーが協調することによって個人の能力の総和以上の能力を発揮することを目的とするグ

ループのことです。自己管理チームとは、従来は上司が持っていた権限をチームメンバーに移譲するチーム

のことです。たとえば作業の進め方や作業の分担、作業速度の管理などの権限を委譲します。ときにはメン

バー自身が新たなメンバーの選定を行うこともあります。自己管理チームは管理されないのではなく、メン

バー自身によって管理されます。 

  

チームで働かせることのメリットには、①労働意欲が高まる、②仕事に対する満足度が高まる、③労働生産

性が高まる、④管理者の時間とエネルギー、さらには余計な管理階層を節約できる、②優れた問題解決をす

ることができる、③社員が会社の業績に対して責任を感じるようになるなどのことがあります。 

  

管理階層を節約できるというと、管理職の立場はどうなるのだと思われるかもしれませんが、フェファーに

よると、自己管理チームを導入することは、管理職や管理部門スタッフのリストラにはつながりません。新

製品の開発や新規市場の開拓、最新技術の導入など、管理職の手腕を必要とする業務はほかにもたくさんあ

り、これらの業務に配置転換することによって、雇用保証を守りながら、管理職や管理部門のスタッフに意

義ある仕事を与えることができます。 

 

26-5．高い成功報酬 

7 つの条件の 4 番目は、組織の業績に連動した成功報酬です。ゲインシェアリング（節約賃金分配制度）や

プロフィットシェアリング（利益分配制度）、ストックオプションなど、明確な算式をもって、基本給に対し
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て追加的に支払われる報酬、しかも個人業績ではなく会社の業績に応じて支払われる報酬のことです。 

  

IT 系のある会社では、賞与の制度そのものがありません。希望者は 6 月と 12 月にそれぞれ 1 か月分を「賞

与」として受け取ることが可能ですが（もちろんそれを考慮して基本給を決めます）、これを選択した人は過

去 1 人もいません。 

  

この会社にはその代わり、ゲインシェアリング制度があります。あらかじめ決めておいた労働分配率（人件

費÷付加価値額）を下回った場合、差額の人件費を社員に還元します。もちろん、労働分配率が予定された

値を上回った場合は１銭の支給もありません。まだ設立から５年ほどしかたっていない会社ですから、黒字

化していませんが、成功度の一つの目安として従業員の定着率をみると、去年は 95％でした。過去３年間、

傷病休職者は出ていません。 

 

26-6．幅広い社員教育 

５番目は幅広い従業員層、幅広い知識分野にわたる教育訓練です。 

  

1995 年といささか古いデータになりますが、北米大陸で、日本本社の自動車メーカ 

ーは、米国本社のそれの 5 倍の時間にわたる新人教育を行っていたというデータを、フェファーは紹介して

います。 

  

これは必ずしも万国共通の現象ではありませんが、日本では、企業規模が大きいほど賃金が高いのが当たり

前であるという認識があります。大企業ほど労働生産性（従業員一人あたり付加価値額）が高いためです。

労働分配率（付加価値に占める人件費の割合）はむしろ小規模企業ほど高く、中小企業の経営者が従業員に

対して気前が悪いというわけではけっしてありません。 

  

ではどうして大企業は労働生産性、ひいては賃金が高いのでしょうか。東京大学教授の玄田有史氏の分析に

よると、それは訓練の差です。大企業と中小企業との間の賃金格差に関して、資質の違いの影響が、訓練の

違いの影響を上回る場合はほとんど見られないということです。 

  

たしかに教育訓練の実施率は、企業規模が大きくなるほど高くなる傾向が明瞭にあります。厚生労働省の『能

力開発基本調査』（平成２８年版）をみると、1,000 人以上の企業では 86％正社員に対して OFFーJT（職場

外教育訓練）を行っているのに対し、30 人～49 人の企業でその割合は 55％にすぎません。 

（参考文献） 

玄田有史『「資質」か「訓練」か？－規模間賃金格差の能力差説－』（『日本労働研究雑誌』1996 年 6 月号所収） 

 

26-7．待遇の平等化 

６番目は服装や言葉遣い、オフィス環境などにおける階層間格差を減少させることです。 

  

まれに、時代劇さながらの階層差別をしている会社があります。差別をディスインセンティブ（脅し）にし

ているわけですが、こういう管理は成功しません。「上司が＜カラスは白い＞といえば、部下も＜カラスは白

い」という状況で、下克上を免れるために上司が採るべき最も効率的な戦略は、仕事で成果を上げることで

はなく、部下を徹底的に抑圧することだからです。 

  

あるソフトウェア会社では、階層差別を徹底的に排除しています。社長ですら「さん」付けです。「君」は禁

止です。社長から平社員に対しても敬語を使います。席の配置や椅子の形状なども全社一線です。親しい人

同士がいわゆる「タメ口」を利くことまでは排除しませんが、上下関係の表れとしてのタメ口は禁止です。 



 

96 

  

給与の等級や役職はあり、もちろん権限の違いもありますが、それらを表に出さないようにしています。な

ぜそのようなことをしているかというと、年功序列に陥らないためです。敬語や役職でいったん上下関係を

作ってしまうと、それを覆すことは容易でないからです。特に逆転された側にとっては耐え難い屈辱になり

ます。そうならないように初めから階層差別せず、その代わり臨機応変にマネージャーやリーダーの交代を

行っています。 

 

26-8．業績情報の共有 

最後の７番目は、会社の財務や戦略、経営手段などにかんする情報を、組織全体で共有するということです。 

  

情報の共有が必要な理由は、それが従業員を信頼しているというメッセージになるということと、従業員が

業績の重要性に目覚めるということです。たしかに、どこにどのような経費が投入されているのかも知らさ

れていない人に、「利益を出せ」と言っても説得力がありません。 

  

株式公開企業なら、情報は隠したくても隠すことができませんが、中小企業にとって、特に役員報酬や役員

交際費に関する情報は、できれば伏せておきたいものでしょう。しかし大企業は、労働分配率が中小企業よ

り低く、役員報酬の従業員給与に対する倍率が中小企業より高く、その意味では中小企業よりはるかに「不

公平」です。それにもかかわらず、役員報酬は個人単位で公開しています。それほど大きな組織でない市町

村役場でも、首長の給与は公開されています。中小企業でも、オーナー企業でないところは役員報酬がほぼ

ガラス張りです。それでも社員は不公平感など持たず、普通に働いています。 

 

26-9．個別に取り入れても効果がない 

フェファーモデルで重要なことは、7 つの条件のうち一つや二つに的を絞って個別に採用しても、効果はな

いばかりか、むしろ逆効果だということです。 

  

すべてを満たせというのは遠大な目標に思えるかもしれませんが、これは直観的に考えてもわかることです。

他の労働条件がどれほど良くても、賃金が低くては、社員を引き留めておくことができません。あるいは他

の条件がすべてそろっていても、教育訓練を受けていない社員が能力を向上できるわけがありません。 

  

また、これら 7 つの施策を実行したとしても、そこから果実を得られるまでには時間がかかります。これこ

そが、企業が人材活用の施策を後回しにしがちな最大の理由でしょう。 

  

しかし競争戦略や品質、製造技術、研究開発、人的資源管理のなかで、労働生産性や従業員一人当たり利益

に対して最も大きな影響を与えている経営機能は、人的資源管理であるという研究結果があります。すぐに

は実行できなくても、成功のための条件を知っているのと知らないのとでは、必ず大きな差が出てきます。 

（参考文献） 

須田敏子『HRM マスターコース＿人事スペシャリスト養成講座』2005、慶応義塾大学出版会） 
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27. 採用の技術①＿リアリズムに基づく採用 

 

27-1．採用はギャンブルなのか 

採用とは難しいものです。プロ野球のように、まさに入団後に行うプレーそのものを肉眼で見て、豊富なデ

ータを分析したうえで採用する世界であってさえ、一度も公式戦に出場しないままに引退する選手が多くい

ます。それでもプロ野球は、ドラフト上位指名の選手ほど一軍に定着する確率が高いという点で、スカウト

活動が有効に機能しているといえます。 

  

一般社会では、たとえば大学経済学部卒業者においては、卒業時の知識能力が高い人ほど卒業後の所得が低

いというデータがあります。つまり成績優秀者ほど、職業人として有能だというわけではないということで

す。しかしそうであるからといって、企業は知識能力の低い経済学部出身者を優先的に採用すれば繁栄する

というわけではないはずです。 

  

採用は努力や研究をすることによって成功確率を高めることができない、ギャンブルであるかのようにさえ

思えてきます。しかし採用に関しても、実際に役に立ついくつかの理論があります。 

（参考文献） 

濱中淳子『検証・学歴の効用』（2013、勁草書房） 

 

27-2．リアリズムに基づく採用 

採用の鉄則は「リアリズムに基づく」ということです。「RJP 理論」というものがあります。Realistic Job Preview

の略で、「仕事に関する真実の情報開示」とでもなりましょうか。会社や仕事について、良い面だけでなく悪

い面も含めて情報を提供する採用のことをいいます。RJP に基づく採用のことを「リアリズムに基づく採用」

といいます。 

  

リアリズムに基づく採用には 

① ワクチン効果：会社や仕事に対する過剰な期待を抱かせず、入社後の失望感・幻滅感を和らげる 

② スクリーニング効果：十分な情報を持った上で判断して入社する 

③ コミットメント効果：会社の誠実さを感じさせ、会社に対する愛着や帰属意識を高める 

④ 役割明確化効果：入社後の役割を明確に認識し、会社や仕事への適応を促す 

などの効果があります。 

（参考文献） 

堀田聰子「採用時点におけるミスマッチを軽減する採用のあり方―RJP を手がかりにして」 

（『日本労働研究雑誌』2007 年 10 月号所収） 

 

27-3．仕事体験による情報開示 

仕事の実態を伝えるための最良の方法は、実際にその仕事を体験してもらうことです。これには紹介予定派

遣、トライアル雇用、デュアルシステム、インターンシップなどがあります。 

  

紹介予定派遣は、まず派遣契約で仕事をしてもらい、その間に会社側、労働者側ともに直接雇用しても、さ

れてもよいかどうかを見極める制度です。通常の労働者派遣では、派遣を受ける前に企業側から面接や履歴

書を求めることが禁止されていますが、紹介予定派遣ではこれらのことが可能です。 

  

トライアル雇用は、ハローワークが紹介する求職者を原則３か月間、試用期間として雇用し、その間に会社
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側と求職者側が採用・入社の判断をする制度です。試用期間中は企業に対して奨励金が支給され、本採用に

至った場合も奨励金が支給されます。 

  

デュアルシステムは、たとえば週 3 日は教育訓練、2 日は企業実習というように、訓練と実習を同時に進め

る制度です。訓練を主に高校で行う、高校生を対象としたものと、訓練を職業能力開発大学校や職業能力開

発促進センターなどで行う、いわゆるニート・フリーターを対象としたものがあります。 

  

インターンシップは、学生が一定期間、企業で研修生として働くことです。純粋な訓練である場合、賃金を

支払う必要はありませんが、労働であるとみなされる場合は賃金を払わなければなりません。 

  

以上の制度のうち紹介予定派遣、トライアル雇用、デュアルシステムの３つはいずれも、仕事体験をした企

業に就職する割合が３割から６割に達しており、採用活動として有効に機能しています。 

  

インターンシップでは、受け入れ先の企業に就職する学生は数％にとどまり、大半の学生は受け入れ先以外

の企業に就職しています。企業にとって、採用活動というよりも社会貢献という性格の方が濃厚といえます。 

 

27-4．仕事体験以外の情報開示 

仕事の体験以外にリアリズムに基づく採用を行う手段としては、社員が仕事で辛かった体験を率直に述べる

「本音セミナー」や、営業に同行するなどの「1 日体験入社」、中小企業には難しいかもしれませんが、ダイ

ヤモンド社刊『会社図鑑』に取り上げてもらうことなどがあります。 

  

リアリズムに基づいて提供する情報は、仕事内容はもちろんのこと、サービス残業がどの程度あるのか、年

休はどこまで取得できるのか、昇進・昇格の実施状況、労務管理方針などは最低限必要です。 

  

労働基準法の遵守状況について、「法律だから守っているという前提だ」という建前論はリアリズムの正反対

です。応募者によって最も気になるのはこのことであるはずです。 

  

労務管理方針を論理的に説明できるかどうかは、社員を大切にする会社であるかどうかを推測する有効な手

がかりになります。ウソの方針は論理的に説明できないので、どうしてもほころびが出てしまいます。 

  

ある会社の社長は「『法律を守っていたら商売が成り立たない』という商売は持続性がない」が口癖です。あ

るいは「お客様は神様ではない。人間だ。お客様が神様で社員が人間なら、社員には何をさせても良いこと

になる」が持論である社長もいます。もちろん口先だけではなく、実際にそういう経営をしています。 

（参考文献） 

リクルート・ワークス研究所、『Works』2001 年 10 月号 
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28. 採用の技術②＿企業はどういう情報を提供すべきか 

 

28-1．リアリズムに基づく採用のためのガイドライン 

リアリズムに基づく採用を行うためには、次のようなガイドラインがあります。  

 求職者には与えられた情報の十分な検討と自己決定を促す 

 提供する情報に見合ったメディアを用いる 

 現役社員が自分の言葉で語る側面を含める 

 良い情報と悪い情報のバランスを考慮する 

 採用プロセスの早い段階で行う 

（堀田聰子『採用時点におけるミスマッチを軽減する採用のあり方』、日本労働研究雑誌 567 号） 

  

東証 1 部上場で、シロアリ駆除を主力事業とする株式会社アサンテは、若手社員が辛かった経験を赤裸々に

話す「本音セミナー」を開催しています。セミナーでは、「ノルマはきつくて、達成できなければ上司から殴

られ、何度上司を殴ろうと思ったか」という話まで出ています。これはまさに右記ガイドライン 3 の実践で

す。アサンテ社はこのセミナーを開催することによって、新人の離職率を年間 30～40％から、3 年で 10 数％

に下げました（リクルート『Works』48 号）。 

  

しかしそのアサンテ社でさえ、ホームページには、「上司を殴ってやろうと思った」というような不穏なこと

は書かれていません。これはガイドライン 2 の実践です。 

ガイドライン４について言えば、バラ色一色あるいはブラック一色という会社はまれです。誤解を恐れずに

言えば、「ブラック企業」と呼ばれるようなところにさえ、一筋の光明はあるように思えます。「大賞」に選

ばれたこともある会社の社長は大学中退でアルバイト出身です。学校中退やフリーターはなんら恥ずべきこ

とではありませんが、現実の問題として、日本でそのような経歴を持つ人が栄達できる機会は限られていま

す。 

 

28-2．労働時間・休日・休暇はやはり重要 

リアリズムに基づく採用の重要性についてお話ししてきましたが、ではリアリズムに基づいて提供すべき情

報とはどういうものでしょうか。それは、 

① 労働時間・休日・休暇 

② 能力開発 

③ 経営トップの人柄や社風 

④ 入社後の仕事内容 

です。これらの情報を事前に入手できた従業員ほど、入社後の満足度（「この会社に入って良かった」と思う

気持ち）が高いとう分析結果があります。 

  

分析の対象になった情報にはほかに「会社の業績や将来性」、「会社の経営方針」、「勤務後の年収」、「勤務後

の職位」、「勤務後の部下や上司」、「福利厚生」がありますが、これらは上記の４項目に劣後しています。 

  

「労働時間や休日休暇目当ての人に来てもらっては困る」と思われるかもしれませんが、これは誤りです。

これらのことが目当てである人にこそ来てもらうべきです。なぜなら労働時間や休日休暇に関する情報を事

前に入手できた従業員は、従業員側の満足度だけでなく企業側の満足度（「この人を採用して良かった」とい

う気持ち）も高くなっているからです。 

（参考文献） 
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黒澤昌子『円滑な転職のための環境整備―知らせる仕組みと知る仕組み』 

（佐藤博樹・玄田有史編『成長と人材』〈2003、勁草書房〉所収） 

28-3．公募より私募の方が成功する 

 採用活動のスタートは募集ですが、これにはハローワークや求人情報誌などさまざまな形があります。こう

した「公募」以外に「私募」ともいうべき、さまざまな人の紹介やパート・アルバイトからの転換、さらに

は募集以前に求職者側から押しかけてくるケースもあります。これらの募集方法のうち、企業にとって最も

有利なものはどれでしょうか。 

  

答は民間の職業紹介機関（人材仲介会社）を利用することです。これは企業側の満足度第 1 位です（グラフ

参照）。「マッチングのプロ」は伊達ではありません。 

  

企業側の満足度第 2 位の採用経路は「以前の勤務先の取引先等」です。企業が取引先の社員に対して「この

人ウチに欲しいな」と思ったとき、それが期待通りである可能性は高いということです。ほかにも「以前の

勤務先」や「現在の会社からの誘い」など、その会社の情報を豊富に入手しやすい採用経路は、概して高い

満足度を示しています。 

  

人材仲介会社や取引先、あるいは元の勤務先は、企業・求職者双方にとって、不都合な情報も含めて提供す

る経路です。これらの経路から採用された人の満足度が高いということは、建前やきれい事に終始する採用

よりも、リアリズムに基づく採用の方が優れていることを示しています。 

  

「親兄弟・親戚の紹介」という入職経路は、非常に低い満足度レベルを示しています。やはりコネ入社は会

社のためにも本人のためにならないようです。 
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（資料出所） 黒沢昌子『円滑な転職のための環境整備』 

 

29. 採用の技術③＿中小企業がとるべき採用戦略 

 

29-1．最も満足度が低い文系大卒 

このページで採用の問題を採りあげるにあたって、求人情報誌や求人チラシを多数集めました。それらをみ

ると、応募の条件としてもっとも多く設定されているのが学歴です。法律で年齢制限が原則禁止されている

ので、条件はほぼ学歴のみといっても過言ではありません。 

  

それとなぜか、履歴書に写真を貼ることを強く求めています。限られたスペースで「写真を貼った履歴書を

送ること」というメッセージを伝えるためと思われますが、「歴貼」などと書いたりして、涙ぐましいほどで

す。 

  

企業が持つこれらのこだわりには合理性があるのでしょうか。高学歴の人や若年の人は本当に狙い目なので

しょうか。顔写真に意味はあるのでしょうか。 

  

政策研究大学院大学の黒沢昌子教授によると、転職者について「学歴ならびに教育訓練歴が企業・従業員そ

れぞれの満足度に与える影響を推計したところ、企業側の満足度には受けた訓練・研修の種類や学歴による

差は観察されなかった」ということです。非常に大雑把に言い換えれば、中途採用者を学歴で選んでも、良

い人材が得られるわけではないということです。 

  

最終学歴別に、企業側の従業員に対する満足度（「この人を採用して良かった」と思う気持ち）をみると、高

い順に「専門・専修学校卒」→「大学・大学院卒（理系）」→「中学・高校卒」→「短大・高専卒」→「大学・

大学院卒（文系）」となっています。高学歴者ほど満足度（会社側が「この人を採用して良かった」と思う気

持ち）が高いという傾向はみられません。 

  

専門学校や大学・大学院理系出身者に対する満足度が高いのは、これらの学校を卒業した人は、たとえば土

木工学科を出て建設会社に就職するというように、勉強したことが比較的そのまま生かせるような仕事に就

く場合が多いからであろうと推測されます。 

  

けっきょく技術者や専門職はともかくとして、学校で学ぶことと就職後の仕事に関連性がない、営業職や事

務職の採用において、学歴上の資格設定は、戦力になるかどうかという点ではほとんど意味がないといえま

す。 

（参考文献） 

黒澤昌子『円滑な転職のための環境整備―知らせる仕組みと知る仕組み』（2003 頸草書房『成長と人材』所収） 

 

29-2．若い方が良いという根拠はない 

年齢が若いことはおそらく、企業側がもっともこだわる要素でしょう。雇用対策法で募集・採用における年

齢制限は原則的に禁止されているので、表立っては制限をしないものの、本心で制限をしている企業は多い

と推測されます。「面従腹背」です。中には「○○歳代の人が活躍している職場です」などといって、暗黙の

年齢制限をしている会社もあります。もっとも、無駄な履歴書を送らなくて済むという点で、面従腹背の年

齢不問よりは良心的ともいえます。 
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実際には、若い人ほど良いといえる根拠はありません。黒田論文によると、採用時の年齢別にみた、企業の

従業員に対する満足度は、高い順に「４０代」→「１９歳未満」→「２０代」→「６０歳代以上」→「５０

代」→「３０代」となっており、年齢とまったく関係がありません。 

 

29-3．フリーターにもチャンスを 

採用前の正社員としての経験年数も、企業側の満足度と関係がありません。経験年数「なし」の人の方が、

「１～５年」の人よりも、企業側からむしろ高い満足度を得ています（ただしその差は偶然を超えるもので

はありません）。この結果からみると、新卒フリーターの道を余儀なくされた人よりも、いわゆる第二新卒の

人を優先することに合理性はありません。 

 

29-4．同業での経験はやはり力 

ただし正社員としての経験年数は、その仕事の経験がある人もない人も同等に扱っています。異職種での経

験ならば、あってもなくても関係ないということは十分に考えられます。そこで採用前の、その仕事に関連

する仕事の経験年数別にみると、まさしく長い人ほど企業側から見た満足度が高いという明確な傾向があり

ます（下図参照）。黒澤教授によると、その仕事に関連した１０年の仕事経験をもつ人の、入社直後の生産性

は、仕事経験がまったくない（つまり社会人経験がない）人のそれよりも２１％ほど高いということです。

さらに、その仕事に関連はないが、１０年の仕事経験をもつという人の、入社直後の生産性は、仕事経験が

まったくない人と同じだということです。 

  

その仕事に関連した仕事の経験はたしかに力になるが、関連しない仕事の経験は、「ないよりまし」とすらい

えない、ということが言えます。 

 

29-5．中小企業がとるべき採用戦略 

以上のことからいえるのは、年齢や学歴にこだわっている他社を出し抜いて、徹底的に類似業務の経験者に

狙いをつけるのが、中小企業がとるべき採用戦略だということです。 

  

ミネソタ大学のネイサン・R・クンセル教授らのグループは、採用は方程式で候補者を絞り込み、最終選考に

残った数人の中から人間が選択することを推奨しています。志望者の評価においては、簡単な方程式の方が、
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人間による決定より少なくとも２５%優れているといっています。人間の判断はどうしても、仕事と直接関

係がないことからも影響を受けてしまうからです。（『人材採用は直感ではなくアルゴリズムで』ダイヤモン

ド・ハーバードビジネスレビュー２０１５年２月号）。 

  

仕事と関係がない攪乱要因の最たるものは顔写真でしょう。欧米では、履歴書に写真を貼らせることは、肌

の色で選別しているとの疑念を抱かせかねないので、一般的にしません。実際、顔写真を貼らせる意味は、

人種を推測すること以外に想像できません。まさか就職で替え玉受験をする人はいないでしょう。 

そうであれば思い切って、履歴書に生年月日や学歴の記入を求めず、写真貼付も求めないくらいの気概を持

つべきです。経験した業務の、いままさに採用しようとしている業務との関連性をポイント化して、「関連性

×経験年数」だけで候補者を絞り込みます。そうして選抜された数人から面接で詳しく話を聞くなり実技試

験をするなりして最終的な選択をします。 

  

現に欧米では、履歴書に生年月日を書かせません。学歴不問ということは、日本でもすでにやっている企業

があります。 
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30. 採用の技術④＿面接の技術 

 

30-1．筆記試験は必要 

厚生労働省『新規学卒者の離職状況（平成 23 年 3 月卒業者）』によると、大卒で 32％、高卒で 40％が卒業

後 3 年以内に離職しています。離職率は小規模な企業ほど高く、大卒者の場合、1,000 人以上の事業所では

23％、30~99 人の事業所では 40％が 3 年以内に離職しています。中小企業の採用で、3 人に一人程度の割合

で期待外れが起きるのは仕方がないことです。 

  

しかし期待外れの中には、避けようと思えば確実に避けられたものもあります。筆記試験で測定できる能力

の不足によるものです。 

  

社員が分数もわからないとか、漢字が読めないとか嘆く経営者の方は少なくありません。たしかにそれでは

大きな戦力にはならないでしょう。しかし、残念ながら責任は採用段階で分数や漢字の試験を行わなかった

会社側にあります。 

  

野口悠紀雄・早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問によると、ファイナンス大学院を志望する学生の多く

が、分数の計算ができないそうです（『実力大競争時代の「超」勉強法』）。社会人経験があるから、あるいは

大卒だから、基礎的な読み書きそろばんの能力は持っているはずだと思い込むのは誤りです。採用に筆記試

験は必要です。 

  

就職採用向けの、知的能力全般のテストとしては「厚生労働省編一般職業適性検査」があります。これはア

メリカで 7 万以上の職務を分析したデータを基に開発されたテストを日本向けに翻訳したものです。特定の

分野に関する能力テストとしては数的能力テストや言語能力テストなどがあります。「コンピュータ職適性判

断テスト」など、特定の職種向けの能力テストもあります。 

  

これらのテストは、点数の上位者から優先的に採用するというように、誰を採用するべきであるかを知るの

には役立ちませんが、一定以下の点数の人は不採用とするというように、誰を採用すべきでないかを知る上

では役に立ちます。 

 

30-2．業績と関連する５つの性格 

社員は人柄が一番重要であり、人柄を知るには会って話をしてみるのが一番です。それでは具体的にどのよ

うな人柄が良いのでしょうか。 

  

職業上の業績と高い相関（一方の数字が大きければ大きいほど、もう一方の数字も大きくなる傾向）を持つ

性格として、「ビッグファイブ・パーソナリティー」と呼ばれるものがあります。 

① 誠実性（目的達成志向が強く仕事をきちんとこなす） 

② 外向性（社交的、話し好き、活発、集団を好む） 

③ 協調性（親切で思いやりがある。人を信頼しやすく寛大である） 

④ 情緒の安定性 

⑤ 経験に対する開放性（何でも試してみようという姿勢） 

の 5 つです（ナイジェル・ニコルソン『業績に影響を及ぼすパーソナリティの測定とその応用』ダイヤモン

ド社）。 
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中でも最も業績と関係が深いのが誠実性で、あらゆる職業において、業績を測るすべての尺度と有意な（偶

然とは言えない）関連を持つという研究結果があります。情緒安定性も多くの職業で高業績につながってい

ます。 

  

面接で人柄がわかるのかという疑問もありますが、企業の鑑識眼は意外に正確です。前回このページでも紹

介した黒澤昌子『円滑な転職のための環境整備』によると、「採用時の期待を上回った能力」の最上位は誠実

性で、15％の採用例で企業がこれをあげています。期待を上回ったのですから「うれしい誤算」ですが、誤

算であることに変わりはありません。しかし逆の見方をすれば、85％の採用例では誠実性が期待どおりであ

ったということです。 

  

協調性は「期待を上回った能力」としても「下回った能力」としても上位にあげられていて、両方を足すと

22％になります（「誠実性」は「期待を下回った能力」としてはあげられていません）。これもやはり、78％

の採用例で期待どおりだったということを示しています。 

 

30-3．面接の要点 

面接は候補者の知性やモチベーション、対人能力を評価するうえで最も有効な手段です。 

  

ところが多くの企業は面接について十分な準備や研究を行っておらず、その場しのぎ的な対応をしています。

無計画な面接は面接官のおしゃべりに終始したり、単なる訪問に終わったりしてしまいます。 

  

ハーバード・ビジネススクール教授の D・クイン・ミルズは、一般的な面接の要点として次の 6 つをあげて

います。 

 面接官の自己紹介、会社・仕事の説明 

 履歴書の内容を確認 

 職歴に関する質問 

 以前の職場における経験と意識・態度に関する質問 

 なぜ応募したのか、採用されたらどんな貢献ができるか 

 その職務にどのように取り組むか 

（『ハーバード流人的資源管理「入門」』ファーストプレス） 

 

30-4．面接は構造化されたものを 

面接（インタビュー）には事前に質問を用意して、それに沿ってインタビューを行う「ストラクチャード・

インタビュー」（構造化面接）と、事前に質問を用意するが、状況に応じて柔軟に対応する「セミストラクチ

ャード・インタビュー」（準構造化面接）、事前に質問を用意しないで成行きに任せる「アンストラクチャー

ド・インタビュー」（非構造化面接）があります（須田敏子『HRM マスターコース』慶應義塾大学出版会）。 

  

ストラクチャード・インタビューやセミストラクチャード・インタビューの方が、アンストラクチャード・

インタビューよりも高い業績を上げる人を引き当てる確率が高くなります。アンストラクチャード・インタ

ビューは能力ではなく人柄を推測する手段にとどまりがちです。 

  

ストラクチャード・インタビューでよく使われる方法には、「このような状況が起きたら、あなたならどう対

処しますか？」ということを聞く「状況インタビュー」と、「これまでの経験で、こういう場合はどう対応し

ましたか？」ということを聞く「行動インタビュー」があります。 
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31. 教育訓練①＿資質より訓練 

 

31-1．企業業績に与える影響が最も大きい経営機能は人材活用 

大学院の経営管理専攻コースで、最も人気がある講義は戦略論です。私が学んだ大学院では、他の専攻の院

生まで聴講に訪れて、教室に入れない人まで出る有様でした。 

  

これに比べて人材活用の講義は閑散としていて、教授からまるで家庭教師のように親密に指導を受けること

ができました。 

  

たしかに経営戦略と聞くと、企業業績に対して特効薬のような効果があるように思えます。しかし会社の業

績に与える影響が最も大きい経営機能は、戦略ではなく人材活用です。イギリスで行われた調査で、「競争戦

略」、「品質」、「製造技術」、「研究開発」、「人的資源管理」という５つの機能のうち、労働生産性と従業員一

人当たり利益に最も強い影響力があるのは、人的資源管理であるという結果が出ています(須田敏子『HRM

マスターコース』慶応義塾大学出版会）。 

  

スポーツの世界では、チーム成績に一番影響力が大きいものは、疑いようもなく選手個々の力量です。戦法

や道具などもある程度影響するでしょうが、それで選手の力の差を逆転することはできません。このように

考えると、人材活用が最重要であることも頷けます。 

  

人材活用とひと口に言っても、その中身はさまざまです。以前このページで紹介した、「フェファーモデル」

といわれる、人材活用で成功するための条件が言及していることだけでも、雇用の保証、採用、チーム、報

酬、教育訓練、待遇の平等化、そして情報の共有の７つがあります。 

  

これら人材活用策の中で、中小企業が大企業に比べて遅れている最たる分野は教育訓練ではないでしょうか。

教育はほとんどゼロという会社も珍しくありません。 

  

教育はコストがかかることであり、コストはどうしても賃金に優先的に回さざるを得ないという事情は理解

できます。しかし教育は、スポーツにたとえれば練習です。これが後回しでありながら、実戦で勝つのは難

しいことです。 

  

組織行動学で世界一のベストセラー教科書の著者であるスティーブン・P・ロビンスは、「キャリア開発にお

ける組織の責任」として、次の 4 つをあげています。 

 組織の目標や将来的な戦略を明確に伝える 

 成長機会を創り出す 

 スキルや知識の向上に対して財政支援を提供する 

 有給で学ぶ時間を与える 

(『組織行動のマネジメント』邦訳ダイヤモンド社） 

 

31-2．資質より訓練 

私事で恐縮ですが、私は学校を卒業して金融機関に職を得ました。そして 2 年目に、大手信託銀行に 2 か月

間、研修生として派遣されました。そこで驚いたのは訓練量の違いです。 

  

私はありがたいことに、会社からひとり派遣されて訓練を受けさせてもらいました。しかし私にしても、訓
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練を受けたのは、新入社員としてのオリエンテーションを除けば、この時が初めてでした。ところが派遣先

の信託銀行では、総合職社員の全員が毎年、私が 2 か月で受けた以上の訓練を受けていました。宿泊可能な

訓練施設があり、常に何らかの訓練が行われていました。「これではとても太刀打ちできない」と強く印象付

けられました。 

  

大企業と中小企業では、入社試験の難しさが違います。大企業の社員の方がもともとの資質が高い可能性は

十分あります。しかしそれゆえに大企業の方が高賃金であるのかというと、必ずしもそうではありません。 

  

東京大学の玄田有史教授は、製造業において、企業規模の違いによる賃金格差のうち、労働者の資質の差が

もたらす賃金格差と、企業内での訓練機会の差がもたらす賃金格差の、相対的な重要性について分析しまし

た。その結果、資質の差の影響が訓練の差の影響を上回る場合はほとんどありませんでした。訓練の影響が

強い度合いは生産職よりも事務職において強く、特に「男子・大学卒・事務職」における企業規模間の賃金

格差は、9 割近くが職場訓練の差によって説明されるということです 

（参考文献） 

『「資質」か「訓練」か？―規模間賃金格差の能力差説』日本労働研究雑誌 1996 年 1 月号所収）。 

 

31-3．トレーニングサイクル 

もちろん中小企業にも、教育訓練に熱心は会社はたくさんあります。そういう会社は、訓練は会社の責任で

あるという認識、あるいは社員には訓練を受ける権利があるという認識を持っています。 

  

しかし欲を言えば、訓練が計画的に行われているといえる会社は多くありません。トップが、社員のために

なりそうなセミナーを見つけたら適宜受講させる、あるいは社員が MBO 面接などで、受けたい訓練を申告

するという、受け身型が大半です。 

  

教育訓練は受け身よりも、「会社側から攻める」という姿勢で行う方が効果的です。戦略を実現するために必

要な能力が何であるのかを見極め、その能力を獲得するために必要な訓練を行う。訓練が終わったら効果の

検証を行い、次回の訓練に活用するという姿勢です。 

  

「トレーニングサイクル」というものがあります。これに則して計画を立てると、訓練はより効果的なもの

になります。トレーニングサイクルの概略は次のとおりです。 

 訓練ニーズの特定：どのような訓練を受けたいか、受けさせたいかを聞き出す。 

 訓練ニーズの分析：社員が現状で持っている能力と訓練ニーズを比較する。 

 訓練方法の決定：ＯＪＴ（職場内訓練）かＯｆｆ－ＪＴ(職場外訓練）かなど。 

 訓練の責任者を選定する。 

 訓練の実施 

 訓練の成果を評価 

 評価結果に基づき、次のトレーニングサイクルに入る。 

（須田敏子『HRM マスターコース』2005 慶應義塾大学出版会） 
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32. 教育訓練②＿ニーズの分析 

 

32-1．問題はどこにあるか 

すべての訓練は問題を解決するためにあります。したがって訓練は、会社の中にある問題を洗い出すことか

ら始まります。訓練ニーズの特定です。 

  

人事評価に問題があるのならば、管理者が評価制度の仕組みを知らないことなのか、えこひいきや偏見が横

行していることなのか、あるいは評価をしても目標がさっぱり達成されないことなのか、といったことを特

定します。 

  

訓練ニーズは社員にインタビューをして汲み取ります。自分が目標を達成するうえでどのようなことが問題

になっているのか、それは自分のどのようなスキルや知識の不足によって生じているのかを話してもらいま

す。 

  

さらに部門の長にインタビューをして、部門の目標を達成するうえで障害になっていることは何か、それは

メンバーのどのような能力の不足によって生じているのかを探ります。社員へのインタビューの結果と、部

門長へのインタビューの結果を比較して、訓練で解決すべき問題点を決めます。 

（参考文献） 

中原淳編著『企業内人材育成入門』（2006、ダイヤモンド社） 

 

32-2．それは訓練でどこまで解決できるか 

訓練ニーズを特定したら、次にそれを分析します。ニーズ特定の段階では、それがそもそも訓練で解決でき

ることかどうかも無視して問題点を洗い出しました。ニーズの分析では、その問題に対して訓練で何ができ

るのかを考えます。その問題は訓練で解決あるいは改善できるのか、できるとすればどこまでできるのか、

社員がどういうことをできるようになればよしとするのかということを検討します。 

  

訓練ニーズの分析で最初に検討するべきことは、その問題は訓練で解決可能なのかということです。たとえ

ば管理者が正しい手続きに則って評価をしていないという問題があったとします。その原因が評価の仕組み

を理解していないということであれば、評価者訓練で解決できます。しかし現場が人手不足で、管理者まで

一般社員と同じような仕事に忙殺されているとしたら、人手を増やすなり設備投資をして省力化するなりし

ない限り、評価は正しく行われません。 

（参考文献） 

中原淳編著『企業内人材育成入門』（2006、ダイヤモンド社） 

 

32-3．何が訓練の目的か 

訓練ニーズの分析では、「学習目標の明確化」ということが重要です。学習目標は「目標行動」「評価条件」

「合格基準」という 3 つの角度から明確にします。 

  

目標行動とは、訓練の結果としてどのような行動をとれるようになれば良いのかということです。 

たとえば、 

「評価を正しく行える」 

では漠然としすぎています。また、一回の訓練で目標設定から業績評価まで理解させることは困難です。 

「部下の目標設定を適切に行わせることができる」 
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でもまだ不明確です。何をもって適切とみなすのかがわかりません。 

「目標設定期における評価者の実務について説明できる」 

とするとより明確になります。 

（参考文献） 

中原淳編著『企業内人材育成入門』（2006、ダイヤモンド社） 

 

32-4．どういう条件でできれば良いのか 

評価条件とは、どういう条件下で行った行動であれば合格とするのかということです。たとえば「何も見な

いで説明できる」なのか、「キーワードだけが書かれたメモを見ながら説明できる」なのか、「全文型のメモ

を見ながら説明できる」なのかというようなことです。 

（参考文献） 

中原淳編著『企業内人材育成入門』（2006、ダイヤモンド社） 

 

32-5．どこまでできれば成功か 

合格基準とは、何割できれば訓練として成功かということです。何点以上とった訓練参加者を合格とするか

ということではありません。 

  

たとえば外科手術の訓練なら、全員が 100 点を取れなければ成功とはいえないでしょう。10 回に 1 回失敗が

起きるようでは困ります。 

  

評価者訓練はどうでしょうか。全員が 100 点を取れればそれに越したことはありませんが、そこまで訓練す

るには多くの時間と費用がかかります。 

  

物事は重要な 20％のことだけを行えば、全部やった場合に比べても 80％の効果があると言われます。合格点

を 80 に設定して、重要なことに絞って 20％の時間とコストですませるというような考え方も、企業の訓練

には必要です。 

（参考文献） 

中原淳編著『企業内人材育成入門』（2006、ダイヤモンド社） 

 

32-6．訓練対象者の分析 

学習目標が明確になったら、次に「対象分析」を行います。訓練の対象になる人がすでに持っている知識レ

ベルの分析です。これによって、さっぱりわからない研修や、当たり前の話だけの研修になることを防げま

す。 

  

評価者訓練であれば、訓練担当者が事前に対象者と面談して、評価についてどの程度の知識があるかを調べ

ます。 

  

私は以前、厚生労働省の、求職者支援訓練の学校で講師をしていました。その制度では求職者支援という性

格上、訓練希望者の学歴を問うことは禁止されており、学校側も把握していませんでした。もちろん私もあ

えて問ませんでした。この規定の趣旨は理解できましたが、訓練生のレベルがわからないので苦労しました。

明らかに「お客さん」の人がいる一方、「そんなの当たり前だろう」という顔をしている人もいました。「対

象分析」の重要さを実感しました。 

  

日本経済は「作れば売れる」時代から「売れるものを考える」時代に変わったと言われます。訓練もこれと

同じで、やれば必ずしも効果があるわけではありません。効果が上がる訓練を考えることこそ重要です。 
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（参考文献） 

中原淳編著『企業内人材育成入門』（2006、ダイヤモンド社）  
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33. 教育訓練③＿訓練を評価する 

 

33-1．話は会場で６割忘れられる 

「資質より訓練が重要」という話をある経営者の方にしたとき、次のように反論されました。「社員がマナー

を知らない。あれで相当お客さんを逃がしている。それで人材派遣会社から専門の講師を呼んで訓練をして

もらった。訓練の内容に社員は喜んでいたようだし、私も満足した。しかしその日を境にマナーが良くなっ

たということは全然ない。あれに懲りて今は訓練をいっさいやっていない。『資質より訓練』などとはとても

思えない」 

  

「エピングハウスの忘却曲線」という実験結果があります。これによると、人間は聞いたことを 20 分後には

58％、1 時間後には 44％、1 日後には 34%、1 ヵ月後には 21％しか憶えていません。つまり訓練会場を出る

頃には、聞いたことの６割近くが忘れ去られています。悲しいかな、講義は忘れられる運命にあります。 

 

33-2．効果を上げるために評価する 

では訓練、特に講義をすることは無駄なのでしょうか。 

  

訓練の効果を高める有力な方法のひとつに、「カークパトリックの４段階評価」というものがあります。 

すなわち 

  

レベル１： 「反応」（訓練に対して満足したかどうか） 

レベル２： 「学習」（訓練で扱った内容を理解したかどうか） 

レベル３： 「行動」（訓練で扱った内容を実際において活用できたかどうか） 

レベル４： 「業績」（訓練で扱った内容が業績に貢献したかどうか） 

  

の４段階で評価します。 

  

「反応」の評価は、民間のセミナーではアンケートという形でよく行われています。ここで良い結果を得る

ことが成功への第１歩です。主催者側がいかに受講者のために良かれと思ってやっていても、受講者から歓

迎されない訓練が効果を上げるはずがありません。しかし受けが良ければ成功というわけではありません。

訓練は娯楽ではありません。 

  

「学習」の評価はテストという形で行われるのが一般的です。前回このページで例示したように、「目標設定

期における上司の役割について、簡単なメモを見ながら説明できるような受講者が６割を占めれば、訓練と

して合格とする」というのはこのレベルの評価です。 

  

「行動」の評価は訓練で扱った内容が実務でどれだけ活用されているかをみます。訓練の直後には実行され

ているのが当たり前なので、３ヵ月程度あとに行います。受講者本人に、やっているという自覚があるかど

うか聞いてみたり、その受講者の上司や同僚、部下に対して、訓練の前後で変わっているかどうか、訓練を

受けていない社員と比べて違いがあるかを聞いてみたりします。もちろんこれは、本人は「変わった」と言

いたい偏りを持っていますし、上司や同僚からの評価は主観に左右されるという難しさがあります。そもそ

も聞き取り調査ということ自体が、アンケートやテストに比べて格段に難しいことです。 

  

「業績」の評価とは、訓練の結果として売上やコストなどの業績指標に変化が現れたかどうかです。これは
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「行動」よりさらに難しい評価です。たとえば訓練のあとで売上が上がったとしても、それは訓練の成果な

のか、世の中全体の景気が良くなったからなのか、魅力的な新商品が登場したからなのかはなかなか特定で

きません。 

 

多変量解析的な手法を利用すれば分析も不可能ではないでしょうが、そこまでやるのは現実的でありません。

結局「業績」は「学習」の評価結果と「行動」の評価結果、そして売上やコストなどの数字を比較して総合

的に判断するのが現実的です。たとえば「学習面でも行動面でも成果が上がっていながら、売上はは下落」

という状態が何期も続いており、その間に目立った条件の変化がないとしたら、その訓練は業績への効果が

ないと評価されても仕方がありません。 

 

33-3．脱落者を出さない方法 

こまで述べてきたのは訓練に効果があったかどうかの評価です。ほかに訓練そのものが適切であるかどうか

の評価もあります。 

  

たとえば私が専門としている評価と賃金は、結局は数字の話です。「年功序列はだめだ」とか「成果主義でな

ければだめだ」とかいうのは観念的な話であって、それだけでは実務上何の役に立ちません。具体的にいく

ら賃金を払うのか、どういう成果にどういう点数をつけるのかという数字の話を避けて通れません。 

  

しかし数字の話になった途端、「お客さん」の顔に変貌する人が出てきます。そんなときは正直、限界を感じ

ないこともありません。 

  

ここで脱落することを受講者の責任にせず、どうすれば脱落を食い止められるかを考えるかどうかが、良い

訓練と悪い訓練者の違いです。 

  

訓練そのものが適切であるかどうかは、訓練の途中で小テストのようなものを行って評価します。理解の度

合いや、どこで脱落しているのかを把握します。そして、その結果を受けて補完的な訓練を行います。賃金

でいえば、「賃金制度作りのための数字の読み方」というようなセミナーを企画します。 

  

このように補完的な訓練を活用すれば、必要とする時間の長短に個人差はあるにせよ、どの受講者も、訓練

が目標とする水準まで到達させることができます。 

  

マナーの話に戻れば、講師を呼んで座学をするというのは正しい選択です。効果が上がらなかったのは訓練

がやりっ放しで、事後の評価が欠けていたためです。教育のあとには評価をするという、小学校においてさ

え徹底されていることが、企業では欠如しているのが実情です。評価をするのは重い作業ですが、だからこ

そ、これを徹底することは有効な競争戦略になります。 

（参考文献） 

中原淳編著『企業内人材育成入門』（2006、ダイヤモンド社） 
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34. 教育訓練④＿育て上手な上司の条件 

 

34-1．課題は自己中心性と主体性不足 

前回までは Off-JT(職場外訓練)を中心にお話ししてきました。これももちろん重要ですが、いくら Off-JT が

充実していても、現場で指導する上司がいい加減な人であっては部下が育ちません。今回はこの問題につい

てお話しします。 

  

上司が部下を育てるということは、職業人としての心構えを教えることです。北海道大学の松井睦教授によ

ると、企業人が若手社員の問題行動であると考えていることは、「自己中心性」と「主体性不足」の二つのタ

イプに分かれます。 

  

自己中心性とは｢自分の考えに固執し、上司や周りの意見を聞かない｣「報告・連絡・相談をせず、独断で仕

事を進め問題を起こす」「言い訳が多く自己防衛的になる」というような傾向のことです。 

  

主体性不足とは、｢言われたことはこなすが、それ以上のことをしない｣「明確な目標や夢を持っておらず、

成長意欲が感じられない」「失敗を恐れ、挑戦しようとしない」というような傾向のことです。 

  

上司が部下を育てるとは、これらの傾向を修正することであるといえます。 

（参考文献） 

松井睦『育て上手のマネジャーの指導方法―若手社員の問題行動と OJT』 

（『日本労働研究雑誌』2013 年 10 月号所収） 

 

34-2．問題行動は性格ではない 

自己中心性や主体性不足といった傾向は生来のものであると考えられがちですが、実はそうではなく、環境

が作るものです。芸能界のアイドルや高校球児をみればわかるとおり、若い世代の気質はいまも昔も変わっ

ていません。 

  

長い間、足に重石をつけて育てられた象は、いざ重石を外されても逃げようとしないといいます。自分の力

で統制できない状態が長く続くとやる気を失う、「学習性無力感」といわれる状態です。 

  

同じ性質は人間にもあてはまります。「上司がカラスは白いと言ったら、部下もカラスは白い」というような

状況にあって、自己効力感を覚える人はいません。 

  

あるいは、成果を上げても上げなくても同様に昇給するとか昇進するとかいう、本人にとって楽な状況でも、

やはり努力で状況は変えられないのであり、やる気を失ってしまいます。 

  

若手の自己中心性や主体性不足といった傾向を修正しようとする場合、上司の指導力養成よりも何よりも、

まずは若手が自分の力で統制できる状況を作ることが先です。 

 

34-3．決定論者は上司失格 

「人は簡単に変われない」という人がいます。これは指導者として非常に問題のある考え方です。 

  

知能は遺伝的なものであって後天的に高められないという考え方を｢決定論｣、知能は経験や学習を通して向
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上させられるという考え方を｢成長論｣といいます。この考え方に大きな貢献をした心理学者キャロル・S・ド

ゥエックは次のような実験をしました。 

ある学校で、生徒を２つのグループに分けて、脳の生理学的な機能や発達の仕組みについて８週間、授業を

しました。一方のグループには「経験と努力によって知能は高められる」ということを繰り返し強調し、も

う一方のグループではそのことにあえて言及しませんでした。その結果、前者のグループの生徒たちの数学

の成績は１年を通じて向上したのに対し、後者のグループの生徒たちの数学の成績は低下しました（下図参

照）。 

  

高学年になるにつれ数学の成績が低下するのは一般的な傾向ですから、後者のグループの生徒たちは特別で

はありません。数学の能力は天賦の才能に依存するという考え方も根強くあります。そんな数学の力えも、

努力次第で頭は良くなると刷り込むことによって向上しました。 

  

決定論と成長論のどちらが正しいかは、実はまだ結論が出ていません。しかしドゥエックは、どちらの考え

方をとるかによってその後の人生に大きな開きが出てくることだけは間違いないと言っています。 

  

心理学者ハイディ・グラント・ハルバーソンは、決定論者は安全な賭けを望み、難易度が高い目標の設定を

避ける傾向があると言っています。低い目標を立てる。上司としてこれほど不適格な人はいません。 

  

育て上手な上司であるための第１の条件は、成長論者であることです。 

  

ドゥエックによる実験 

（参考文献） 

キャロル・S・ドゥエック『マインドセット「やればできる！」の研究』（2016、草思社） 

ハイディ・グラント・ハルバーソン『やってのける』（2013、大和書房） 

 

34-4．能力ではなく努力に注目する 

目標が達成できたとき、あるいはできなかったとき、それをどういう原因に帰するかという上司の態度もや

る気に影響します。 

  

「帰属理論」というものがあります。成功や失敗の原因を何に帰属させるかによって、意欲に影響が出ると

いう理論です。これによると、まず能力のせいにすることは不適切です。「あなたにはもともと無理だったの

だ」と言われたら、「それならほかの人にやらせろよ」と思ってしまいます。「運が悪かった」という言い方

もマイナスです。運次第ならば、努力ではどうにもできないということになってしまいます。「あなたでなく

てもこれはできない」というような、課題の本質的な難しさのせいにするのも不適切です。「じゃあ何のため

にやったのだ」ということになってしまいます。 
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最も効果的なのは、本人の努力の結果であるとする態度です。単に「あなたの努力の結果だ」というにとど

まらず、「このやり方が良かった」「別の方法を試すべきだ」ということを言うとさらに効果的です。言われ

た側は「今度はもっと頑張ろう」「次は別の方法を試してみよう」という気持ちになります。 

ハルバーソンによると、本人がコントロールできる行動を重視するというのは、科学的に正しいほめ方です。

人は才能をほめられると、そのときは良い気分になりますが、失敗したときに｢私には才能がないのだ｣と思

ってしまいます。これに対して努力をほめられると、失敗したときに、「今回は努力不足だったのだ」あるい

は「今回は方法が悪かったのだ」と考え、むしろ前向きな気持ちになります。 

  

努力を重視する。育て上手な上司であるための、もうひとつの条件です。 
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35. 教育訓練⑤＿社員がとるべき能力開発戦略 

 

35-1．「わが青春に悔いあり」 

今回は個人がとるべき、「雇用されうる能力」の開発戦略についてお話しします。「これさえとっておけば一

生安泰」というような資格や学歴はありません。「どの会社でも役に立つ能力」というものは一見、今の勤務

先でしか役に立たないような能力を磨くことによって初めて獲得できます。「若いときの苦労は買ってでもせ

よ」は真実です。ただし若いときに限らず、何歳になっても買うべきです。 

  

大内伸哉、川口大司『法と経済で読み解く雇用の世界』は 2012 年の日本経済新聞「経済図書ベストテン」で

1 位に選ばれた名著ですが、第 12 章には「わが青春に悔いあり―職業訓練」というタイトルがつけられてい

ます。 

  

これほど人の切実な気持ちを表現している言葉はなかなか聞けないのではないでしょうか。もちろん青春時

代に悔いがない人もますが、多くの人は後悔をかかえており、その第一位は職業能力の開発に関するもので

はないでしょうか。転職や失業をした人もしなかった人も、一度は新聞の求人広告を見たことがあるはずで

す。そのとき自分の職業資格や職務経歴の空疎さに愕然とし、青春に悔恨の情を抱くのではないでしょうか。 

 

35-2．一生安泰な資格はない 

「これからはサラリーマンといえども、キャリアを会社任せではダメだ。専門性を身に着けなければダメだ」

というような言説は今に始まったことではなく、30 年前にはすでにありました。現にアメリカではその当時

からすでに MBA（経営管理修士）が一般化していました。 

  

私事で恐縮ですが、私は就職早々、30 代前半までに経営学の修士号を取ることを決意し、実際取りました。

しかしいざ転職活動を始めても学位は全然評価してもらえず、何と愚かなことをしてきたのかと後悔しまし

た。 

  

新聞の求人広告などをみると、よく「○○有資格者」や「○○経験者」というような条件がついています。

しかし仮にその資格を持っていたとしてもライバルは無数におり、落選してしまったらもう他にその資格を

要求する求人はありません。 

  

学歴にしても、「有名大学卒業者に限る」という求人がある一方で、有名大学出身者に対して門戸を閉じてい

る会社もあります。高学歴者にはそれ固有の労働市場があり（それは必ずしも高賃金というわけではありま

せん）、そこから締め出されてしまったら非高学歴者の労働市場に移動すれば良いというものではありません。

高学歴でも長期失業している人は全然珍しくありません。 

  

結局、「これさえ取っておけば一生安泰」というような資格があると考えること自体が誤りです。 

 

35-3．雇われる力 

エンプロイヤビリティという言葉があります。「雇用されうる能力」という意味です。「転職できるだけの能

力」という意味と「今の勤め先で生き残りうる能力」という意味があります。失業やリストラといった危機

に直面したときに人が凍りつくのは、自身のエンプロイヤビリティのなさ（と感じられること）です。 

  

たとえば MBA と言われる大学院は、世間からは相当程度、エンプロイヤビリティを開発する教育課程であ
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ると目されています。しかし出身者として断言しますが、あそこで教えていることで、そのままの形で実務

に役立つことは１つもありません。マーケティングは「こうすればものが売れる」ということを教える学問

ではありませんし、経営戦略論は「こうすればライバル会社に勝てる」ということを教える学問ではありま

せん。「小刻みな積み重ねが競争力を強くする」とか「競争圧力が強い業界は収益性が低い」というような、

冷静に考えれば当たり前のことを教えているだけです。 

 

35-4．目先の仕事に全力投球する 

ではいったいどうすれば、人はエンプロイヤビリティを高められるのでしょうか。 

  

ひとつは、月並みな言い方ですが、目先の仕事をきちんとやり抜くことです。法政大学経営大学院の藤村博

之教授は「その企業でしか通用しない企業特殊的な仕事に取り組んでいたのでは、他社に移って通用する能

力の形成には役立たないと思われがちである。しかし実態は逆である。企業特殊的な仕事をやり遂げること

こそが、能力の通用性を高める近道なのである」と言っています。 

  

中途採用の面接を受けるときに聞かれるのは、今までどんな仕事をしてきたか、最近はどのようなプロジェ

クトでどのような役割を担ってきたか、どのようなことを学んだかというような、過去に経験してきた仕事

の中味に関することがほとんどです。人がどのような能力を持っているのかは、具体的な事例を手がかりに

してしか推し量ることができないからです。そこで中身が濃いことを語るためには、折々に自分が携わった

仕事に全力投球するしかありません。 

（参考文献） 

藤村博之『能力開発の自己管理』（日本労働研究雑誌 2003 年 5 月号所収） 

 

35-5．困難な仕事を進んで引き受ける 

エンプロイヤビリティを高める戦略の二つ目は、進んで困難な仕事を引き受けることです。 

  

神戸大学大学院の金井壽宏教授は、人の成長は漫然と漸進的に進むのではなく、ここぞというときに大きな

ジャンプがあるとしたうえで、そのジャンプの時期を「ひと皮むける経験」と名づけています。この経験が

あるかないかで、年齢を重ねてビッグになれる人と干上がってしまう人に分かれるといいます。 

  

「ひと皮むける経験」は新規事業開発や新市場の開発など、ゼロからの立ち上げ、あるいは悲惨な部門･業務

の事業改善･再構築などに多くみられます（図参照）。これらの経験は若いときに限らず何歳になってもでき

ます。さらに、皮が１枚むけてしまったらそれで終わりではなく、２枚目３枚目の皮もむけます。先輩たち

が語る「ひと皮むけた経験談」も傾聴する価値があります。 

  

同じ給料でありながら、あえて火中の栗を拾うというのは勇気がいることです。しかし「若いときの苦労は

買ってでもせよ」というのはデータからも裏付けられています。もっとも、若いときに限りませんが。 
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「一皮むけた経験」の内容別  

（資料出所） 金井壽宏『仕事で「ひと皮むける」』より執筆者作成 

（参考文献） 

金井壽宏『仕事で「ひと皮むける」』（2002、光文社） 
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36. 教育訓練⑥＿育てた社員に辞められない方法 

 

36-1．やはり賃金は重要 

せっかく教育訓練をしても、社員に辞められてしまっては大損です。今回は辞められない方法についてお話

しします。 

  

多くの中小企業が、社員に辞められることを人材育成上の課題としています。今回は教育訓練を施した社員

に辞められないための方法について考えてみます。 

  

辞められないために経営者にできることの第一は、やはり魅力的な賃金です。 

  

労働経済学は、他の企業に行っても使えるような技能については、それを修得するための費用を企業が負担

すべきでないと教えます。技能を身につけて生産性が上がたとき、それまでどおりの賃金を払っていたら、

競合企業に引き抜かれてしまいます。それを防ぐためには賃金を上げなければならず、結局、訓練費用を回

収できません。そういう技能は社員に自費で、プライベートな時間に修得させ、技能が上がったあとに彼女

あるいは彼の賃金を上げてそれを「買え」というわけです。 

  

しかし実際にそんな方針でいたら、企業はいつまでたっても技能ある社員を獲得できません。多くの企業が

社員を大学院や専門学校など、他社でも使える技能を養成する教育機関に派遣しています。 

  

こうした社員を引き抜かれないためには、まず賃金です。人材育成に熱心な企業は同地区･同業の賃金水準を

強く意識しています。引き抜かれるとしたらこの層の企業だからです。 

  

経営者にとっては厳しい話かもしれませんが、賃金や賞与を世間並みにするだけでは不十分です。離職率が

高い企業の特徴のひとつに、昇進が少ないことがあります。昇進は会社の裁量事項であり、させなくても何

ら責められるべきものではありません。しかし昇進は社員にとって最大のインセンティブです。昇進しなけ

れば、賃金は大幅には増えません。これなしでやる気を維持するのは困難です。 

  

金銭で報いるのが難しい場合は、時間で報いるという手もあります。閑散期にまとめて年休を消化させたり、

週休３日制（その分１日の労働時間が長くてもかまいません）やフレックスタイムを導入したりします。 

 

36-2．コミュニケーションの驚くべき効果 

第２はコミュニケーションです。 

  

ある会社では、40 人ほどいる従業員のうち、この１０年間で退職した人は、定年退職と職場結婚を除けば１

人だけです。中小企業としては極めて定着率が良い部類に入ります。 

  

この会社もやはり同地区･同業他社を意識して賃金を決めています。そのつど各種のデータをみたうえで、賃

上げや賞与をやや多めにしています。昇進も定期的にやっています。もっともこれらは、社業が好調だから

できていると言われても仕方がありません。 

  

この会社の最大の特徴はコミュニケーションです。社長が毎月、全体会議で経営方針や自分の近況を語って

います。一方通行ではなく、社員一人ひとりにも目標の進捗状況やリスク、近況について発表させています。 
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コミュニケーションには驚くべき効果があります。バルセロナにある経済分析研究所（IAE）のジョルディ･

ブランツとフロリダ州立大学のデイヴィッド・クーパーは、経営者が従業員に対して文字メッセージを送る

ことができ、従業員側からも経営者に文字メッセージを送れるようにした場合の、従業員の働き方を比べま

した。その結果、コミュニケーションがまったくない場合に比べて、最も怠け者の従業員の働きが４倍から

５倍になることがわかりました。 

  

効果が高いメッセージには 

① 本気で取り組む姿を見せてくれと率直に頼むこと 

② 熱心な取り組みは双方にとって利益になると強く訴えること 

③ すばらしい働きに対しては会社からしかるべき報奨が出ると約束すること 

という特徴があることもわかりました。 

（参考文献） 

ノルベルト・ヘーリング、オラフ・シュトルベック著『人はお金だけでは動かない』（2012、NTT 出版） 

 

36-3．学んだことが生かせる仕事につける 

第三は学んだことが生かせる職務につけることです。 

  

企業派遣の留学生の間で一番多い不満は、復職後に、留学で学んだことと全然関係ない職務に配置されると

いうことです。これには仕方がない面もあります。学位を取ったからといって特別扱いすることはできませ

ん。 

  

しかしこれでは、学んだ人が「今までやってきたことは何だったのだろう」と、何だかバカにされたような

気持ちになるのも事実です。また「使わない知識なら、持って会社を辞めても構わないはずだ」という気持

ちにもなります。 

  

この問題に対しては、たとえば人事部に配属してから人材活用論を学ばせるという具合に、その知識を利用

する部門にあらかじめ配属してから訓練を受けさせるなどの配慮が有効です。 

 

36-4．費用返還契約も有効 

第四は訓練費用の返還に関する契約です。訓練後短期間で辞めた場合は、費用を返還してもらうようにしま

す。 

  

国家公務員は法律で、留学から復職後、5 年以内に退職した場合は、留学費用を留学後の在職期間に按分し

て償還しなければならないことになっています。民間企業でも多くがこれと似た制度を導入しています。 

  

留学のように費用が多額であり、特定個人にかけた金額を明確にできる場合はこれも有効です。こういう条

項がまったくなしでは、国も企業も留学などさせられないでしょう。ただしこの方法は、新入社員研修やリ

ーダー研修など、業務命令として強制的に受講させる訓練には使えません。 

  

この方法の良いところは、辞めそうにない人をふるいにかけられることです。こういう契約があれば、たと

え費用を返還するにしても、辞めるときにどうしても後ろめたさを感じてしまいます。「辞めたいけれど辞め

られない」という気持ちを持って働くのは最悪です。その結果、容易に辞める意思がない人しか志願しなく

なります。 
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37. 同一労働同一賃金が会社を救う 

 

37-1．大企業の間でブーム、「グローバル・グレーディング」とは 

大企業の間で「グローバル・グレーディング」という制度を取り入れる動きが盛んになっています。企業グ

ループに属する世界中の会社の社員を同一の基準で等級格付けすることです。 

  

社員を等級格付けすること自体はどこの会社でもやっていることですが、グローバル・グレーディングで特

徴的なのは、格付けの基準が「職務価値」であることです。 

  

等級というのは「このくらいの○○の人には△△円～△△円の賃金」という、賃金を決めるときの大枠です。

この「○○」のところに「能力」という言葉が入る賃金制度を「能力給」と呼び、「職務価値」という言葉が

入る賃金制度を「職務価値給」と言います。グローバル・グレーディングは典型的な職務価値給です。 

 

37-2．「能力給」はおかしい 

日本で今まで主流だった賃金制度は能力給です。しかしこれはあまり実態に合っていません。まず、人の理

解力や判断力、対人関係力などがそんなに簡単にわかるのかという問題があります。しかも現実をみると、

高い等級の人ほど有能で、低い等級の人ほど無能だという傾向はあまり明確ではありません。もちろんその

逆というわけではなく、等級と能力はほとんど無関係です。 

  

能力給と称していながら能力をテストしていませんから、賃金決定の基準はないも同然です。基準がなけれ

ば年功序列になるのは自然な流れです。年功序列は、会社が成長して新しい社員がどんどん入ってくる時に

は人件費を節約させますが、成長が鈍って世代交代が滞っているときには逆に人件費を膨張させます。職務

給への流れは低成長の時代の必然であり、いまやグローバル・スタンダードになりつつあります。 

 

37-3．同一労働同一賃金とは 

政府は「同一労働同一賃金」を法制化しようとしています。これは、たとえばレジ係ならレジ係というよう

に、同じ仕事をしている人の間での賃金差別を禁じるもので、正社員と非正社員の賃金格差解消を念頭に置

いています。 

  

同一労働同一賃金が法制化されたなら、賃金はどの仕事についているかで決まるようになります。その場合、

レジ係に店長より高い賃金を払う会社はありません。同一労働同一賃金のもとでは、賃金は必然的に職務価

値で決まるようになります。 

  

賃金に関する経営者の悩みは「やっている仕事の割に給料が高い社員がいる」の一言に尽きます。これは職

務価値給になっていないと言っているのと同じことです。「一般職は一般職でみんな一緒」というように、仕

事の内容で賃金を決めていないのだから当然です。グローバル・グレーディングは、世界規模で職務価値給

を実現しようという試みです。 

 

37-4．改革は中小企業の方がやりやすい 

職務価値給は大企業の特権ではありません。むしろ中小企業にこそ条件がそろっています。大企業にはさま

ざまな部署があり、営業部から総務部に行ったり、総務部から企画部に行ったりという具合に配置換えがあ

ります。そのとき「あなたは仕事が変わったから賃金も変えます」と簡単に言いきれるものではありません。

これに対して中小企業では、営業部で入社した人は定年まで営業部、総務部で入社した人は定年まで総務部



 

122 

というように、ずっと仕事が変わらないのが一般的です。変わったとしても営業の初級から中級、中級から

上級というような、同じ系列で職務価値が高い方への異動です。 

職務給を導入するとなると、職務の価値を測らなければなりませんが、世界中に支店や工場があり、何百職

種とある大企業で、それらすべての価値を公正に測るのはとても難しいことです。その点、中小企業は拠点

も職種もそれほど多くなく、社長が社員全員の仕事内容を覚えていることも珍しくありません。職務価値を

測ることは格段に容易です。 

 

37-5．職務価値をどう測るか 

職務価値を測るには、「得点要素法」という手法が一般的です。たとえば営業なら営業という仕事について、

それをするにあたって必要な「知識・技能」「責任」「労働環境」「負担」という 4 つの面で点数化します。 

  

仕事は、たとえば営業であれば「売ること」というように見た目で定義するのではなく、「売上目標を達成す

ること」というように、求められる成果の形で定義します。これは MBO（目標管理）をやっている会社であ

れば、すでに定義されていることでしょう。これの「知識・技能」レベルや「責任」レベルを採点します。

MBO でも、目標の難度を得点要素法で採点している会社がありますが、そういう会社はすでに８割方、職務

価値の測定ができているといえます。 

  

表は「知識・技能」に関する採点シートの例です。得点はレベルが１段階上がるたびに 1.15 倍になっていま

す。学歴に関する言葉が入っていますが、たとえば税理士国家試験を受けるには短大卒以上の学歴が必要で

す。したがって税理士はレベル５に相当します。あるいは、技術者の世界では、たとえば大学の機械工学科

卒業程度というように、特定の学識がどうしても必要な場合があります。こういう職種はレベル 6 に相当し

ます。このように学歴や学識が必須であるかどうかで判断するのであって、単純に「わが社の募集広告で“大

卒以上”としているからレベル 6 だ」という形では判断しません。まして、その社員が大卒だからレベル６、

修士号保有者だからレベル７というように、個人の学歴で判断したりもしません。 

  

これを見ればわかるように、職務価値を測ることは、小規模企業にとってさほど難しいことではありません。

少なくとも、人の能力を測るよりは容易なことです。 

  

同様の方法で「責任」や「労働環境」「負担」についても採点します。それらの結果を合計して、「職務価値

○○点～○○点の職務は 1 等級」「○○点～○○点の職務は２等級」・・・というように等級格付けします。

これに応じて賃金を払っていれば、同一労働同一賃金が実現します。 

  

「知識・技能」の採点シート（例） 

レベル 得点 条件 

1 100 1 週間以内に習得できるような単純で反復的な職務 

2 115 数カ月以内で習得できるような、定型的な手順に従って行う職務 

3 132 半年から 2 年程度の実務経験が要求され、ある程度の計画とシステム化が要求される職務 

4 152 2～4 年の専門的な訓練と、さらに 2～4 年の実務経験が求められる職務 

5 175 
短大または専修学校卒の資格が求められる専門職。またはこれと同等の知識が求められる

職務 

6 201 大学卒の資格が求められる専門職。またはこれと同等の知識が求められる職務 

7 231 修士の学位が求められる専門職。またはこれと同等の知識が求められる職務 

8 266 博士の学位が求められる専門職。またはこれと同等の知識が求められる職務 
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「責任」の採点シート（例） 

レベル 得点 条件 

1 100 個人業績のみに対して責任を負う 

2 115 2～4 人の組織の業績に対して責任を負うか、または影響を及ぼす 

3 132 5～14 人の組織の業績に対して責任を負うか、または影響を及ぼす 

4 152 15～29 人の組織の業績に対して責任を負うか、または影響を及ぼす 

5 175 30～79 人の組織の業績に対して責任を負うか、または影響を及ぼす 

6 201 80～199 人の組織の業績に対して責任を負うか、または影響を及ぼす 

7 231 200～499 人の組織の業績に対して責任を負うか、または影響を及ぼす 

8 266 500 人以上の組織の業績に対して責任を負うか、または影響を及ぼす 
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38. 長時間労働をどう解消するか 

 

38-1．労働時間は最長、生産性は最低 

厚生労働省は 2016 年 5 月、違法な長時間労働をさせていたとして千葉県内の企業を実名で公表しました。

同年から始まった実名公表措置の適用第一号です。 

  

企業名公表の基準は時間外労働（1 日 8 時間または 1 週 40 時間を超える労働）と休日労働（１週間に１日の

休みも与えずにさせる労働）の合計で月 100 時間を超えることです。労働基準法では、時間外・休日労働は

月 45 時間以内と定めていますから、100 時間という数字はこれの倍以上です。 

  

単純に考えると、1 時間でも長く働くほど成果が上がるような気がします。また残業ゼロを前提にして人数

をそろえていたら、不況の時にはリストラをしなければなりません。高い採用費と教育訓練費をかけて育て

た社員であるならば、できるだけ長く働いてもらうのが有効活用であるはずです。 

  

しかしデータをみる限り、長時間労働が生産的であるとはいえません。 

  

下のグラフをみるとわかる通り、週 49 時間以上労働している長時間労働者の割合は、日本が先進国の中で最

高です。しかし労働生産性（労働者一人あたり付加価値額）は、逆に最低です。長時間労働者の割合が最も

低い、スウェーデンと比べても、労働生産性は８０％にすぎません。 

注１： 長時間労働者の割合は独立行政法人労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較』によります。ここでい
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う長時間とは、週 49 時間以上のことをいいます。 

注２： 労働生産性は公益財団法人日本生産性本部『日本の生産性の動向』によります。 

 

38-2．勤勉革命 

日本人が非効率な働き方をするようになったきっかけとして、歴史人口学者である速水融氏がで唱えた「勤

勉革命」という説があります。 

  

江戸時代、農具が発達するなどして作物の収穫量が増えました。このとき幕府は農地を細分化することによ

って、それまで耕作に使っていた家畜を使えないようにしました。農具が向上したうえに家畜を使うと、効

率が良すぎて失業者があふれ、社会が不安定になることを懸念したからです。同時に労働は美徳であるとい

う考え方を持ち込みました。 

  

ヨーロッパで「資本集約・労働節約」を目的とする産業革命が起きていた頃、日本では逆に「労働集約・資

本節約」を目的とする勤勉革命が起きていたというわけです。 

（参考文献） 

速水融『歴史人口学でみた日本』（2001、文春新書） 

 

38-3．長時間労働の弊害とは 

労働経済学者である玄田有史氏の調査によると、現在の仕事に満足している人の割合が一番高いのは週の労

働時間が 40～44 時間の人たちです。 

  

現在の会社に満足している人の割合が一番高いのは週労働時間が 40 時間未満の人たちです。 

今の会社で働き続けたいと考えている人の割合が一番高いのは、同じく週労働時間が 40 時間未満の人です。 

いずれのモノサシでも、労働時間が週 70 時間を超える人たちにおいて割合が最も低くなっています。 

長時間労働の弊害が一番先に表れるのは健康です。病気休職の多くはすべて長時間労働の会社で起きており、

そのほとんどがうつでした。 

  

第二の弊害は勉強不足です。深夜に帰宅して休日も仕事があるような状況で、読書をしたり勉強をしたりす

る余裕があるはずがありません。 

  

第三の弊害は新しいことへの取り組みができないことです。ただでさえ長時間労働をしている社員に、新規

事業を開発したり新しいシステムを導入したりする余力はありません。 

（参考文献） 

玄田有史『働く過剰－大人のための若者読本』（2005、NTT 出版） 

 

38-4．解消のための具体策 

では長時間労働を克服するためにどうしたら良いのでしょうか。 

  

第一は「ピア（同僚）効果」を元から封じ込めることです。 

  

ピア効果とは、周囲の人の影響を受けることで、仕事の進め方にはこれを受けやすい性質があります。ほと

んどの国では定時退社が当然視されており、日本人も海外赴任をしているときはそうしますが、帰国すると

再び長時間労働に戻ってしまうといいます。 

  

定時を過ぎても当たり前のように、同僚から「○○さん、あれはどうなってたっけ？」と声をかけられるよ
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うなことはピア効果の典型です。これでは帰るに帰れません。こういうことは所定労働時間のうちに済ませ

てもらうようにします。 

  

長時間労働者に対して、週の何日かを定時前に退社させている会社もあります。これもピア効果を元から断

つ施策といえます。 

  

第二は、仕事に必要以上のていねいさを求めないことです。 

  

日本人の長時間労働を分析した黒田祥子氏と山本勲氏は日本人は「効率的に非効率なことをする」といって

います。書類のフォントや改行幅をそろえるようなことを器用にやるが、その器用さを発揮して何を作って

いるかというと社内会議の資料だったりするという意味です。 

  

物事は重要な２割のことだけをやれば、全部やった場合の８割の効果があるという、「パレート法則」という

ものがあります。５倍の時間をかけて残り２割の成果を追求したりしないことです。 

  

「電話１分以内、議事録１枚以内、会議１時間以内」や「会議の時間・人数・資料各半減」「資料３分の１削

減」などの運動をしている会社もあります。 

  

第三は公正な評価です。きちんとした評価がなされるなら、やるべきことをやれば胸を張って帰宅できます。

それがない状況では、長時間働くこと（しかし残業手当を請求しないこと）が一番効率良く上司の心証を稼

ぐ手段になってしまいます。 

  

労働時間に関する社内風土は長い年月をかけて形成されたものです。右で述べたような対策を一度にすべて

行うことは困難かもしれませんが、段階的に導入することはじゅうぶん可能なはずです。 

（参考文献） 

『労働時間削減と生産性向上策事例』（労政時報 3873 号）。 

黒田祥子氏。山本勲氏『労働時間の経済分析』（2017、日本経済新聞社） 
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39. 企業が目標を立てるべき４つの視点①＿財務の視点 

 

39-1．売上と利益だけの目標ではなぜダメか 

ある経営者の方から、「MBO（目標管理）で評価した結果がどうもしっくりこない」というご相談を受けま

した。その会社はスポーツジムを運営していて、店舗ごとに売上の目標を立て、達成度で社員を評価してい

ます。店長は店の売上について目標を立て、店長以外の社員は自分が担当するクラスの売上について目標を

立てています。売上以外の目標は立てていません。 

  

今期、ある店がすべてのクラスで目標を超過達成し、店長以下ほとんどの社員が S か A の評価を受けました。

しかし社長は「あれで S はおかしい」といいます。「あの店はたしかに売上を伸ばしたけれども、安全上の事

故を起こしているし、経理の問題で本社の応援を仰いだこともある。それで S というのはおかしい」という

ことでした。 

  

これは MBO を導入して２、３年経った時に起こる典型的な問題です。ほとんどの企業が、初めのうちは売

上と利益の目標しか立てません。これらの数字さえ良ければ、他はあえて欲張らないという姿勢をとります。

しかしこういう目標は早晩矛盾を露呈します。 

  

売上や利益というものは、スポーツに例えれば勝率や順位に相当します。これらの数字さえ良ければ、チー

ムの戦法や選手の技術はどうでも良いことのようにも思えます。しかしファンとしては、勝つべくして勝っ

たのでなく、まぐれで勝ったのでは手放しで喜べません。まぐれ勝ちには持続性がないからです。ファンが

求めているのは持続性がある勝ち方です。同様に経営者が求めているのも、「棚からぼたもち」的な高業績で

はなく、持続性がある高業績です。 

 

39-2．バランスト・スコアカード 

では持続的な高業績につながる目標とはどういうものでしょうか。答えのひとつが、以前このページでも少

し触れた「バランスト・スコアカード」です。今回はこれについて、より詳しくお話しします。 

  

バランスト・スコアカードはハーバードビジネススクール教授であるロバート・S・キャプランと、戦略コン

サルタントであるデビッド P・ノートンが提唱しました。高い業績をあげ続けている企業が、どういう尺度

で自分たちの業績を管理しているかを調査してまとめたものです。バランスという言葉は長期目標と短期目

標のバランス、財務的目標と非財務的目標のバランス、過去と将来のバランス、外部的視点と内部的視点の

バランスを表します。 

  

彼らが至った結論は、企業は「財務の視点」「顧客の視点」「社内ビジネスプロセスの視点」「学習と成長の視

点」という４つの視点で自社の業績を評価するのが望ましいということです。 

 

39-3．財務の視点における目標 

財務の視点とは、売上高や利益などの会計数値における指標です。 

  

MBO（目標管理）では個人の成績を、各目標の「難易度×達成率×ウェイト」の合計値で測ります。財務一

辺倒の目標では不十分ですが、財務目標が一番重要であることも事実です。一つの目安としていうと、全社

目標の段階では、財務の視点では３項目程度の目標を設定し、それらを合計して４０％程度のウェイトを割

り振るのが標準です。 
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事業を、成長の可能性を秘めている「成長期」、軌道に乗った状態を持続すべき「持続期」、過去の活動の成

果を収穫すべき「収穫期」という３つのライフサイクルに分けると、まず成長期には売上に関する目標が適

しています。成長期にシェアを確保しておけば、いずれ利益が伴ってくると考えられるからです。この時期

には売上高そのものや売上高成長率、シェアなどの目標を立てます。 

  

多くの企業は持続期にありますが、この時期には利益に関する目標が適しています。一定の利益を確保して

おけば、次の投資の原資として利用することができ、そうすれば事業が軌道に乗った状態を持続できるから

です。この時期には売上総利益や営業利益など利益の絶対額、あるいは売上高利益率や使用総資本利益率な

ど利益率に関する目標を立てます。 

  

ただし売上総利益はともかく、営業利益や純利益だけという目標はお勧めしません。これらの利益は売上か

ら人件費を引いたあとに残るものです。利益だけを増やして賃金を上げないような目標に、社員がまじめに

取り組むはずがありません。 

  

持続期にある企業に強くお勧めしたいのは、付加価値に関する目標です。日本企業が選ぶべき道は高付加価

値であるということで、専門家の間で意見が一致しているからです。 

  

付加価値は法律で定義された言葉ではありませんから、算式は複数あります。その中で代表的である、財務

省の法人企業統計方式では「付加価値＝営業利益＋人件費＋動産・不動産賃借料＋租税公課」です。動産・

不動産賃借料と租税公課を一定とすれば、営業利益と人件費を増やせば付加価値が増えることになります。

両者に関して目標値を設定します。 

  

財務の視点で高付加価値を目標にすれば、「顧客」や「ビジネスプロセス」「学習と成長」など他の視点にお

いても、自ずと高付加価値を実現するような目標が設定されます。 

  

付加価値の額そのものではなく、付加価値率や労働生産性も目標になりえます。 

収穫期には利益ではなく、キャッシュフロー（現金）に関する目標が適しています。 

  

計算上は利益が確保できていても、代金が回収できていなかったり、在庫が多くなっていたりすると、会社

にお金が残りません。成熟期にある事業にとって、これは甘受すべき状態ではありません。この場合フリー

キャッシュフローやオペレーティングキャッシュフロー、投下資本キャッシュフロー比率などにおいて目標

を立てます。  

 事業のライフサイクル別にみた、財務の視点における目標の例 

ライフサイクル上の位置 目標の例 

成長期 売上高、シェア、収益、従業員一人あたり売上高、人件費１円あたり売上高 

持続期 

売上総利益、営業利益、経常利益、純利益、売上高利益率、使用総資本利益

率、株主資本利益率、付加価値、付加価値率（付加価値÷売上高）、労働生産

性（付加価値÷従業員数） 

収穫期 

フリーキャッシュフロー（税引き後営業利益＋減価償却費－運転資本増加

分）、オペレーティングキャッシュロー（フリーキャッシュフロー＋設備投

資）、投下資本キャッシュフロー比率（キャッシュロー÷（運転資本＋固定資

産））、売上債権回転期間 

（参考文献） 
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ロバート・S・キャプラン、デビッド・P・ノートン『バランス・スコアカード―新しい経営指標による企業変革』

（1997、生産性出版） 

ロバート・S・キャプラン、デビッド・P・ノートン『戦略バランスト・スコアカード』（2001、東洋経済新報社）  
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40. 企業が目標を立てるべき４つの視点②＿顧客の視点 

 

40-1．30％の顧客が利益の半分を持ち出している 

マーケティングの大御所フィリップ・コトラーは「80 対 20 対 30 の法則」ということを言っています。上位

20％の利益性ある顧客が、会社全体の利益の 80％をもたらし、下位 30%の利益性なき顧客が、利益の半分を

持ち出しているという意味です（『コトラーのマーケティングマネジメント』ピアソン・エデュケーション）。

顧客の視点での目標を持たない会社が、継続的に利益を増やして行くことは困難です。 

  

しかし実際には、バランスト・スコアカードを導入した企業でさえ、初期には「財務の視点」と、「社内ビジ

ネスプロセス視点」における目標を設定するのみで、「顧客の視点」と、「学習と成長の視点」における目標

を設定することは少ないと、バランスト・スコアカードの提唱者であるキャプランとノートンは言っていま

す（『バランススコアカード』生産性出版）。それだけに、顧客の視点における目標を設定する会社は、ライ

バル会社を引き離す可能性が大きいといえます。 

（参考文献） 

フィリップ・コトラー『コトラーのマーケティングマネジメント』（2008、ピアソン・エデュケーション） 

ロバート・S・キャプラン、デビッド・P・ノートン『バランス・スコアカード―新しい経営指標による企業変革』

（1997、生産性出版） 

 

40-2．主要業績指標における目標 

顧客の視点における目標は全体の 15 から 20％のウェイトを占めるようにします。顧客の視点における目標

は「主要業績評価指標」といって、良い顧客をたくさん持つということを表す数字における目標と、「差別化

要因」といって、顧客を引き付ける魅力に関する目標を、それぞれ少なくとも一つは設定するようにします。 

  

主要業績指標の基本は、 

 顧客満足度 

 新規顧客獲得率 

 顧客定着率 

 顧客の利益性 

 市場占有率（シェア） 

の５つです。 

  

顧客満足度 

顧客満足度とは、顧客が感じた、成果と期待の格差のことです。期待を下回った時に感じるのが「失望」、期

待通りだった時に感じるのが「満足」、期待を上回った時に感じるのが「喜び」です。コトラーは、「単に満

足しただけの顧客は、もっと良いオファーがあれば簡単に乗り換えてしまう」と言っています。 

  

満足度は質問状や電話でアンケートを行って調べます。可能であれば、営業パーソンや販売員ではなく本社

が、定期的ではなく抜き打ちで調査するようにします。 

  

顧客定着率 

「5 対 25 の法則」といって、顧客定着率が５％改善すると利益率が 25%改善するという経験則があります。

業種によっては８５%改善するという説もあります。 
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「１対５の法則」といって、新規顧客に対して販売するコストは、既存顧客に対して販売するコストの５倍

であるという経験則もあります。顧客の利益性は、顧客として定着している期間が長くなるほど高くなりま

す。 

  

新規顧客獲得率 

平均的な企業の顧客定着率は９０%程度と言われています。そうであれば、新規顧客を獲得しない限り、顧

客の総数は、１０年後には現在の３５％まで減ってしまいます。売上や利益を増やして行こうとすれば、既

存顧客を維持するだけでは不可能です。 

顧客利益率 

顧客利益率とは収益性が高い顧客の割合です。収益性は営業利益で測るのが最善です。顧客別の粗利益は多

くの企業がすでに算出しているはずです。ここから顧客別の営業費や受注費、物流費などを差し引いた数字

が営業利益です。 

  

しかしいかんせん、営業利益を顧客別に算出するためには「活動基準原価計算」という精緻な管理会計シス

テムが必要です。これは中小企業にとってあまり現実的な話ではありません。その場合は主観によって区別

するという方法もあります。顧客を粗利益と販売コストからみて、営業利益率が高いと思われる順に ABC の

３ランクに分けます。そのうえで、値上げや物流コストの削減などの収益改善策を講じ、「B ランクで〇〇円

の改善」「C ランクで○○円の改善」という目標を立てます。 

  

市場占有率（シェア） 

シェアにはさまざまな切り口がありますが、基本は「自社の売上高÷市場全体の売上高」である「売上ベー

スのマーケットシェア」です。市場といっても、世界もあれば全国も市町村もあります。世界には老若男女

さまざまな人がいます。市場には地域や性別、年齢以外の切り口も無数にあります。このように市場を細分

化することを「セグメント化」といい、自社が重点的に攻略しようとするセグメントのことを「ターゲット」

といいます。シェアの目標は、自社がターゲットとする市場における数字で設定します。ターゲット市場全

体の売上高など、通常はわからないものですが、それは推定で十分です。 

 

40-3．差別化要因における目標 

顧客を増やす、あるいは利益性あるものに変えてゆくためには、自社が提供する商品を魅力あるものにしな

ければなりません。これに関する目標を「差別化要因」といいます。差別化要因の基本は「時間」「品質」「価

格」です。 

  

時間に関する目標の基本は速さです。「待ち時間」や「リードタイム」（注文を受けてから顧客に届けるまで

の時間）はその代表です。「初回の電話での問題解決率」もあります。 

  

品質に関する目標で代表的なものには「不良品発生率」「返品率」「クレーム発生件数」「修理要求発生率」な

どがあります。 

  

価格に関する目標の基本は「競合他社と比較した平均価格」です。送料や支払い手数料など、顧客が負担す

るコストを削減することも目標になりえます。 

  

差別化要因で重要なことは、「すべてが最高」を目標にしないことです。フランセス・フレイとアン・モリス

は「成功するサービスの４つの原則」の一つとして、「『すべてが最高』には無理がある」ということをあげ

ています。顧客が重んじていない点でのサービスをあえて犠牲にすることによって、顧客が最も重んじてい

る点でのサービスの質を高めるべきだという意味です。 
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 顧客の視点における主要な目標 

主要業績指標 顧客満足度、顧客定着率、新規顧客獲得率、市場占有率（シェア）  

差別化要因 

時間：待ち時間、リードタイム、初回の電話での問題解決率、納期遵守率 

品質：不良品発生率、返品率、クレーム発生件数、修理要求発生率 

価格：競合他社と比較した平均価格、送料、支払手数料 

（参考文献） 

フランセス・フレイ、アン・モリス『ハーバード・ビジネススクールが教える顧客サービス戦略』（2013、日経 BP 社） 
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41. 企業が目標を立てるべき４つの視点③＿社内ビジネスプロセスの視点 

 

41-1．キーワードは「顧客ニーズ」 

「社内ビジネスプロセスの視点」の考え方は、しばしば下のような図で表されます。図を見るとわかるとお

り、この視点のキーワードは「顧客ニーズ」です。 

  

この視点における目標設定は図に示されている５つのステップに分けて考えます。５つのステップすべてに

おいて目標設定する必要はなく、2 項目程度設定するのが基本です。ウェイトは全体の 25％前後を占めるよ

うにします。 

  

社内ビジネスプロセスの視点の考え方 

（資料出所） ロバート S・キャプラン、デビッド P・ノートン『バランスス・コアカード―新しい経営指標による企業変

革』（1997、生産性出版〈一部省略〉） 

 

41-2．市場の明確化に関する目標 

ビジネスプロセスの第一歩は、ニーズを満たすべき顧客がいる場所をみつけることです。 

これに関する目標の代表的なものは市場調査を行うことです。市場規模や顧客の好み、価格設定、新規事業

のチャンスなどについて調査を行います。 

  

市場調査というと、アンケートやインタビュー、実験などが連想され、中小企業には無理だと思われる方も

多いかもしれません。しかし市場調査には、業界団体による研究や統計調査の報告書など、既存のデータを

集めて調査する方法もあります。通常はこちらが中心です。 

 

41-3．製品・サービスの開発における目標 

ニーズを満たすべき市場が明らかになったら、次は投入する製品を開発します。このステップのキーワード

は「売上貢献度」と「スピード」です。 

  

売上貢献度の指標としては次のようなものがあります。 

 新製品売上高比率＝新製品の売上高／総売上高 

 特許取得製品売上高比率＝特許取得製品の売上高÷総売上高 

 自社の新製品発売件数÷競合他社の新製発売入件数 

 研究開発投資利益率＝新製品関連利益÷研究開発コスト 

  

スピードに関する指標としては次のようなものがあります。 

 新製品投入件数＝新発売した製品の件数 

 新製品発売件数／新製品計画件数 
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 新製品開発期間＝新製品の開発から発売までにかかる月数 

 損益分岐点時間＝新製品の「研究開発期間＋発売後損益分岐点に到達するまでの期間」 

新製品の開発は、MBO のサイクルである半年の間には通常収まりません。そのような場合は、開発の過程を

いくつかのステップに区切り、それぞれのステップに要する期間を目標にします。 

  

研究開発が終わって製品が発売されると、その時点で開発にかかったコストが確定します。開発コストを、

新製品による利益が賄うまでにかかる時間が損益分岐点時間です。損益分岐点時間は、より早く、より収益

性ある製品を開発することによって短縮されます。 

 

41-4．製品・サービスの生産における目標 

製品が開発されたら、次は作る番です。 

  

このステップでは「コスト」「時間」「品質」がキーワードです。代表的なものとして次のような指標があり

ます。 

 需要予測の精度＝販売数量の実績÷販売数量の予測 

 製造原価率＝新製品の「製造原価÷売上高」 

 不良品発生率＝不良品の量÷総生産量 

 リードタイム＝受注から納品までにかかる時間 

 スループットタイム＝製造に着手してから出荷されるまでにかかる時間 

 生産サイクルの有効性＝加工時間÷スループットタイム 

 歩留まり＝製品生産量÷材料使用量 

 

41-5．製品・サービスの流通における目標 

作ったら、次は顧客に届ける番です。流通における目標もやはりコスト、時間、品質がキーワードです。代

表的なものとして次のような指標があります。 

 売上高物流費比率＝物流費÷売上高 

 顧客希望納期遵守率＝希望納期遵守回数÷全体の注文数 

 納期回答時間＝納期に関する問い合わせを受けてから回答するまでの時間 

 

 

41-6．顧客サービスにおける目標 

品物を届けたらアフターサービスで仕上げです。アフターサービスには保証や修理、返品、相談などが含ま

れます。すでに満たしたものとは別のニーズを満たす提案をすることもアフターサービスのひとつです。指

標としては次のようなものがあります。 

 顧客応答時間＝顧客による問い合わせから問題解決までにかかる時間 

 顧客からの問い合わせに対して、1 回目の電話で問題解決した割合 

 提案回数＝顧客への提案書･見積書の提出件数 

 

41-7．これまでどおりのことを続けるのが最大のリスク 

今の事業だけでは将来先細りになるという認識を持っている企業は少なくありません。しかしそのために今

期は何をやるのか、どこまでやるのかということまで明らかにしているところは少数派です。 

  

経済学者の野口悠紀雄氏は、「起業しないことが安全であるわけではけっしてない。現在の日本では、これま

でのことを継続するのが最大のリスクとなっているのである」といっています。新しい試みを始めることは、

目標に加える価値がじゅうぶんあります。 
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（参考文献） 

野口悠紀雄『日本を破滅から救うための経済学』（2010、ダイヤモンド社） 

42. 企業が目標を立てるべき４つの視点④＿学習と成長の視点 

 

42-1．企業業績に与える影響が最も大きい経営機能は人材活用 

リオデジャネイロ五輪で、日本選手は過去最高である４１個のメダルを獲得しました。２０年前、アトラン

タ大会のほぼ３倍ですから隔世の感があります。 

  

なぜこれほど強くなったのか。強化策が実ったからに決まっていると思っているのは私だけでないでしょう。 

経営もスポーツと同じで、業績に与える影響が最も大きな要素は人材活用です。イギリスのシェフィールド

大学とロンドン・スクール・オブ・エコノミクスが行った調査では、「競争戦略」「品質」「製造技術」「研究

開発」そして「人的資源管理」という５つの経営機能のうち、利益に与える影響が最も大きいものは人的資

源管理だという結果が出ています。 

  

人を育ててから利益を上げるというのは遠回りのように思えますが、実は一番の近道です。 

（参考文献） 

須田敏子『HRM マスターコース―人事スペシャリスト養成講座』（2005、慶應義塾大学出版会） 

 

42-2．学習と成長の視点とは 

バランスト・スコアカードが提唱する、企業が目標を立てるべき４つの視点の最後である「学習と成長の視

点」とは、人材活用の領域です。社員の能力をいかに高め、引き出すかということです。 

この視点に関する目標は、全体の 15 から 20％のウェイトを占めるようにします。 

  

この視点では①能力開発、②情報共有システム、③社員満足という３つの分野に分けて目標を設定します。

売上や顧客獲得数、顧客満足で目標を立てても、社員の能力が過去と同じでは達成できません。個々の社員

に能力があっても、情報を共有する仕組みがなければ組織力につながりません。何より社員は、不満を抱え

ていては能力を発揮できません。 

３分野すべてで目標を設定する必要はなく、通常は２項目程度の目標を設定します。 

 

42-3．能力開発に関する目標 

社員の能力開発に関する指標としては、たとえば検定取得率があります。 

世の中には実に様々な検定試験があります。どの会社にも営業パーソンがいますが、営業知識の検定もあり

ます。社員採用試験で会社側が最も重視する能力はコミュニケーション力ですが、これは訓練で十分獲得可

能で、この力の検定試験もあります。役員や管理職にマネジメント力をつけて欲しいと願う経営者がいます

が、それなら経営学の検定試験もあります。 

  

各種の検定に、たとえば「簿記一級は５点、二級は４点、・・・」というように社内でランクを設定し、社員

一人あたりの平均点を算出します。これが検定取得率です。 

  

一人あたり平均点の向上率で目標を立てることもあります。これを能力向上率といいます。 

検定は経理係なら簿記、販売員なら販売士というように、担当業務に直接関係があるものを使います。ただ

し、過去にいくつかの事件で明らかになったように、検定試験には根拠が怪しいものもあるので、利用する

ときには注意が必要です。 
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無論、試験の点数だけが能力ではありませが、数値化できないことは結局管理できません。外部の検定機関

を利用できない能力、たとえば「折衝力」や「企画力」といったものに目標を立てて達成度を測定するとい

うことは実務的に困難です。 

42-4．情報共有システムにおける目標 

情報共有システムに関する目標の代表的なものに、情報システム配備率や情報システム習熟率があります。

顧客管理システムや自社の業績情報システム、あるいは外部の信用情報システムなど、社内で情報を共有す

るシステムを利用できる社員の割合のことです。これらのシステムを、使おうと思えば使える環境にある社

員が何％いるか（配備率）、使い方をマスターしている社員が何％いるか（習熟率）ということに関して目標

を立てます。 

マスターしているかどうかは、「この情報を探してください」という形の問題を作り、所定の時間内に正解に

たどり着いた人の割合で数値化することができます。 

 

42-5．従業員満足に関する目標 

最近はどうしても「従業員満足なんて勘弁してくれ。雇用を維持するだけでも満足してくれ」という姿勢の

会社が増えています。社員もそのことは、頭では十分理解しています。しかし残念ながら、体はそうした低

レベルの欲求を満たされるだけでは動かないのが現実です。 

  

社員満足は重要です。仕事においては、温度や明るさといった物理的な環境条件よりも、人間関係や参加意

識といった心理的な条件の方が、作業効率に強い影響があります。もちろん、満足度を直接測るのも良いで

しょう。自前で行うのが困難であれば、専門の業者があります。 

  

満足度そのものではなく、満足度を間接的に反映するような指標で目標を立てることも可能です。これなら

測定するのに費用はかかりません。満足度を間接的に反映する指標として、たとえば従業員定着率がありま

す。 

  

あるいは、満足度が自ずと上がるような環境づくりにおいて目標を立てます。たとえば賃金上昇率や年休取

得率などです。社員は人間ですから、「利益目標が達成されたとして、その果実は私たちのところにも来る

の？」ということは当然考えます。そのことへの配慮がない目標は受け入れられません。 

  

賃金や休暇というのは、社員の体の外側からやってくる満足感です。これに対して体の内側からこみあげて

くる満足感もあります。仕事そのもののおもしろさや創造性、参加意識といったものです。しかしこれらを

数値化することは難しいので、やはり自ずと満足度を高めるような環境づくりを目標にします。 

  

満足度を高める環境の指標として代表的なものが提案採用数です。仕事の進め方や職場環境のあり方につい

て改善案を募り、会社がそれを採用した件数です。 

 

学習と成長の視点における目標の例 

 

  

 

 

 

  

能力開発
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 1 回 「電通強制捜査が示唆する高年収企業の作り方」 

 

広告代理店大手「電通」が厚生労働省の家宅捜索を受けました。これによると、1 か月の法定時間外労働（月

間 174 時間を超える労働）が 200 時間を超える社員もおり、30 人以上の社員が、実際より 100 時間以上、残

業時間を少なく申告していたということです。 

 

■電通の「1 時間あたり年収」は平均の 5.9％増 

 

36 協定で定めた労働時間を超えて働かせるとか、残業手当を満額払わないとかは違法行為であり、擁護する

とかしないとかいう問題ではありません。ただ、超長時間労働が起きる背景には、従業員の一部はむしろそ

のような働き方を望んでいるという事情があるはずです。 

 

電通の有価証券報告書によると、同社の平均年収は 2015 年で 1,188 万円です。実労働時間が１か月 374 時

間（法定内労働時間 174 時間プラス法定時間外労働 200 時間）だとすると、「１時間あたり年収」は 2,335 円

になります（法定時間外労働は 1.25 倍の割増がかかるので、250 時間とみなして計算しています）。 

 

私は 2016 年 10 月 31 日付の『毎日新聞経済プレミア』で、サービス残業も考慮したサラリーマンの 1 時間

あたり年収の平均は 2,205 円だと記しました。電通の 2,335 円という数字はこれの 5.9％増にあたり、極端に

高いわけではありません。 

 

法定時間外労働 200 時間というのは特殊なケースかもしれませんが、30 人以上の社員が実際より 100 時間

以上、残業時間を少なく申告していたという事実を考慮すると、実態もこれと大差なく、したがって 1 時間

あたり年収も上記と大差ないと推測されます。そうであれば、電通がもし雇用数を増やして普通の企業並み

の労働時間にすると、年収は平均よりちょっと良い程度になってしまいます。 

 

■エリートは「古くてダサい会社」で働きたがらない 

 

宗教学者の島田裕巳氏は著書『プア充―高収入は、要らない』（2013 年、早川書房）で、これからは働くなら

「古くてダサい会社」だと言っています。給料が低くとものんびりした会社という意味です。この主張には

大いに賛成できる部分があるものの、有名大学を出た人は島田氏（東大卒）以外、そのような会社に入りた

いと思わないはずです。 

 

2016 年 11 月 26 日付の毎日新聞朝刊は、電通の「20 代女性社員」によるものとして、「広告業界の働き方は

分かったうえで、それでも魅力を感じて入社した。ブラック企業であることも長時間労働も覚悟のうえ。や

りたくない人に強制したらパワハラだが、私はもっと働きたい」という言葉を紹介しています。 

 

■高額の賃金は効率的 

 

経営者が、人を安く使いたい人々だと考えるのは誤解です。 
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アメリカでは解雇が日本よりはるかに広範に認められています。解雇が容易であるならば、賃金カットはさ

らに容易なはずです。「リストラと賃金カット、どちらが良いか」と従業員に問うたら、従業員は賃金カット

を選ぶに決まっています。つまりアメリカの経営者はその気になれば、人を安くたくさん使うことができま

す。 

 

しかし経営者はその問いかけさえせず、経営危機にはリストラで対応します。社員には前記の電通女性社員

のような選好を持った人がむしろ多く、少ない人数を高い単価で使う方が得策だということを知っているか

らです。「高額の賃金は効率的であり、高い買い物ではない」ということを「効率性賃金説」といいますが、

これは労働経済学の基本です。 

 

電通は、やり過ぎではあるものの、効率性賃金路線を選択したのであり、人を安く使うことを主要な戦略と

する「ブラック企業」とは区別して考えるべきです。 

 

■高年収企業の作り方 

 

以上で述べてきたことは、たとえ今は「古くてダサい」会社であっても、経営者の意思次第で高年収の会社

に転換できることを示しています。人が辞めても後任を補充せず、既存社員の残業で対応すれば、年収水準

は確実に上がります。 

 

人を減らせば家賃や税金などの固定費も減ります。社員は一人で多くの仕事をこなすようになるとより熟練

します。このため残った人々の年収は、去った人々の人件費以上に増えるでしょう。その方が幸せだという

社員も大勢いるはずです。 

 

ただし、くれぐれも 36 協定違反やパワハラは戒めましょう。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 2 回 「『ユニクロ潜入』にみる働き方改革の可能性」 

 

 ■サービス残業 

  

週刊文春に「ユニクロ潜入」という記事が連載されています。電車の吊り広告にある「800 時間を超える労

働から浮かび上がったのは、サービス残業と人手不足の実態だ」という言葉から、すさまじい悲惨を想像し

て読みましたが、サービス残業の実態とは次のようなものでした。 

 

潜入取材した横田増生氏が勤務した 3 店舗いずれでもサービス残業はある。やっているのはほとんどが店長

など幹部クラスの社員である。店長にも残業手当が支払われている。店長も週 2 日の休日は確保できる。休

憩を早めに切り上げて売り場に出ようとすると、担当者に制止される、ということです。サービス残業がど

のくらいの時間に及ぶのかは書かれていません。。 

 

日本では、労働基準監督署が監督に入った場合、7 割近くで違反行為が見つかっています。この程度はむし

ろ良好な遵守状況と言えます。 

 

■「働き方改革」は賃金改革 

  

政府が「働き方改革」の議論を進めています。いろいろな景気対策を推し進めてきましたが、一向に効果が

上がらないので、次は日本より労働生産性が高い諸外国並みの労働基準にしようという狙いがあると思われ

ます。 

 

改革の 2 本柱である「同一労働同一賃金」と「長時間労働の是正」は、実際には働き方の改革ではなく賃金

改革です。 

  

同一労働同一賃金についていえば、正社員とは採用基準も応募資格も異なるパート社員に、正社員と同じ仕

事をさせている企業はまれです。同一労働同一賃金という言葉を字義どおりに解釈すれば、すでに相当程度

達成されていて、特に改善すべき点はありません。いま以上に徹底したとしても、それでパート社員が幸せ

になるわけではありません。この議論が想定しているのは最低賃金の引き上げです。 

 

パート社員の賃金は、法定労働時間の上限である月間 173 時間働いても、所得税や社会保険料を天引きされ

たあとの手取りでは、人事院が算定する標準生計費に足りません。フルタイムで働いても生活できない賃金

は典型的な「市場の失敗」（市場原理に任せておいては、資源が効率的に配分されない状態）であり、政策課

題として浮上するのは当然です。 

  

改革のもう一本の柱である長時間労働は、サービス残業の問題です。サービス残業が一般化しているので、

企業側には残業を抑制するインセンティブが働かず、社員側には残業をすることが熱意を示す手段になって

しまいます。その結果、際限のない長時間労働が繰り返されています。長時間労働を是正しようとしたら、

サービス残業の問題を避けて通ることはできません。 
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これはたまたま私が目撃した例にすぎませんが、ある会社が民事再生法を申請して、親会社が変わりました。

親会社がまずやったことは、それまで 40 時間で打ち切りとされていた残業手当（休日勤務手当、深夜勤務手

当を含む）を、1 分単位ですべて支給することでした。「過労死ライン」と言われる 80 時間を超える残業を

している社員すら全体の 3 分の 1 程度いましたが、もちろん満額払いました。これを境に、それまで多発し

ていたうつによる休職者がぱったりいなくなり、離職者も急減しました。 

  

残業が有給であるのと無給であるのとでは、疲労の激しさも絶望の深さも違います。過去にあった過労死事

件のうち何件かは、残業がサービスでなければ防げたかもしれません。 

 

■最低賃金引き上げが経営に悪影響を及ぼすという証拠はない 

  

ノルベルト・へーリング、オラフ・シュトルベック著『人はお金だけでは動かない』（NTT 出版）は次のよ

うに述べています。最低賃金を上げると、コストアップに耐えられない企業が倒産したり、低賃金の仕事が

海外に流れたりして、悪影響の方が大きいように思える。しかしそのことを実証する研究結果はほとんどな

い。最低賃金を引き上げれば、逆に雇用の増加につながるという研究結果もある。最低賃金が導入された直

後に、老人ホームなどで破産が増えたことを示す証拠はみつかっていない。 

  

かつてユニクロが「ブラック企業」であると騒がれたとき、いままでサービス残業を前提に経営されてきた

企業が急にそれをできなくなったら、存続してゆくのが難しいだろうと思いました。 

 

しかし実際には新しい環境に十分適応したように、「ユニクロ潜入」からは読み取れます。最低賃金とサービ

ス残業という違いこそあれ、外圧によって人件費が急激に増大するという点では共通しています。ユニクロ

もまた、へーリングとシュトルベックの説を裏付ける一例であるといえます。 

  

働き方改革が実現しても倒産や失業は増えないだろうと、私は予想します。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 3 回 「『パートに賞与』は現実的か」 

 

政府は 2016 年 12 月、次のような「同一労働同一賃金ガイドライン」を発表しました。特徴は非正規労働者

にも賞与の支給を求めている点です。 

 

1. 基本給は「職業経験・能力」「業績・成果」「勤続年数」の各観点が同じなら同一に。違いに応じた差は容

認 

2. 賞与は非正規にも支給。業績などへの貢献に違いがあればそれに応じて支給 

3. 正規と内容などが同じ役職なら役職手当は同一に 

4. 時間外手当や深夜・休日手当は同じ割増率に。通勤手当・出張旅費は同一支給 

5. 食堂や休憩室などの福利厚生施設は非正規にも利用を認める 

6. 派遣先社員と職務内容・配置の変更範囲が同じ派遣社員に対し、派遣会社は同じ賃金や福利厚生、教育訓

練を実施 

（毎日新聞 2017 年 2 月 10 日朝刊） 

 

■賃金制度は正社員と同じものを 

  

1 番と 2 番、「基本給は『職業経験・能力』『業績・成果』『勤続年数』の各観点が同じなら同一に。違いに応

じた差は容認」「賞与は非正規にも支給。業績などへの貢献に違いがあればそれに応じて支給」。これは正社

員の賃金制度そのものです。これを非正規にも適用せよということは、パートにも正社員と同一の賃金制度

を適用せよということです。 

 

パート･アルバイトは非正規労働者の 7 割を占め、残り 3 割は派遣社員、契約社員、嘱託等です。パート･ア

ルバイト以外の非正規はすでに同一労働同一賃金が概ね成立しています。同一労働・非同一賃金問題はパー

ト･アルバイトの問題です。 

  

正社員とパートタイマーでは採用試験のあり方も仕事内容も違いますから、直ちに正社員並みに給料を上げ

る必要はないと思いますが、正社員と同じ昇給や昇進への期待権、諸手当の受給権は与えたほうが、モチベ

ーションが上がるでしょう。 

 

労働経済学の大御所で、明治学院大学名誉教授の笹島芳雄氏は「労働というものは人間の営みの大きなウエ

イトを占めており、しかもかなりのエネルギーを投入しています。それを公正に処遇しないというのは、社

会に対する冒涜であり、人間に対する犯罪行為であると思います」と言っています。（『賃金事情』2011 年 1

月 5・20 日号）。 

  

政府案を実現するとしたら、正社員の賃金制度を下方に延長して、たとえば正社員の最下位等級の下にもう

一つ等級を設けて、そこをパートタイマー相当の等級とする。正社員に支給される手当はすべてパートタイ

マーにも支給するなどの措置が必要です。 

 

パートタイマーは正規の労働時間の一部しか働かないことが認められていますが、そのことに対しては、諸

手当も含めて賃金を時間額表示にすることによって対応可能です。 
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定期昇給も正社員と同様に行う必要がありますが、それは、昇給額は勤務時間に比例させて、フルタイムパ

ートタイマーの半分の時間しか勤務していない人は半分しか昇給させなければ済むことです。 

 

賞与については、正社員に時給換算で 300 時間分を支給するとしたら、パートタイマーもフルタイムパート

は時給の 300 時間分、半分しか勤務していない人には 150 時間支給します。 

 

ガイドラインの 3 番から 5 番は、普通の企業ならすでにやっていることです。戦前の「職工差別」（職員と工

員の差別）はまさに３～５番に反するようなものでしたが、いまどきこんなことをしている会社には、パー

トタイマーといえども働き手がみつかりません。 

  

6 番目の、派遣社員の項目は、考え方としては共感できるものの、これを実現するためには派遣先企業が派

遣会社に対して、自社の就業規則や給与規定を開示することが必要です。そんなことが果たして可能なのか

どうかは不明です。 

正社員も身を切る覚悟が必要 

  

問題は財源です。総務省の「労働力調査」によると、パートタイマーは 2016 年 12 月現在、雇用されて働く

人の 26％を占めます。この人たちの賃金を正社員の最低ライン並みに引き上げ、さらに正社員並みに所定内

賃金の 3 か月分の賞与を払うとすると、人件費が約 11％増えることになります。企業にこの負担をすべて強

いるのは無理があります。同一労働同一賃金が国民的な合意であるならば、正社員も身を切る覚悟が必要で

す。 

  

もっとも非正規労働者の処遇水準を引き上げることは、単に人件費を増やすだけに終始しない可能性があり

ます。ノルベルト・へーリングとオラフ・シュトルベックは「一般論として、思いやりのある処遇に同じよ

うな処遇で返すという人間の性向は、雇用主にとって利用する価値がある」と言っています（『人はお金だけ

では動かない』エヌティティ出版）。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 4 回 「長時間労働是正で生産性は上がるのか」----「探索給」のすすめ 

 

■時短で生産性は上がるのか 

  

2016 年 6 月に閣議決定された「ニッポン一億層活躍プラン」は、「長時間労働の是正は、労働の質を高める

ことにより、多様なライフスタイルを可能にし、ひいては生産性の向上につながる」といっています（内閣

官房働き方改革実現推進室資料）。 

  

たしかに労働時間と脳・心臓疾患の労災申請件数、あるいは精神障害の労災申請件数の間には相関がありま

す。行き過ぎた長時間労働が生産性を阻害することは事実です。 

  

しかし、そうであるからといって、労働時間を短縮すれば生産性が向上するとは限りません。短時間で付加

価値を生み出せる働き方や事業がわかっているなら、どの会社もとっくにそれをやっているはずです。それ

がわからないから長時間労働を甘受しています。 

 

■そもそも生産性とは 

  

生産性とは、付加価値を生み出す効率のことです。特に労働生産性とは、労働者一人一時間あたりの付加価

値のことです。付加価値についてはここで詳述しませんが、要するに労働によって生み出された価値のこと

です。たとえばパンは、水と小麦粉でできています。しかしただの水とただの小麦粉よりも遥かに高い値段

で売られています。その差は労働によって生み出されたものであり、これを付加価値といいます。 

 

付加価値の実務的な計算式にはいくつかの方式がありますが、国際比較をする場合には名目 GDP が使われ

ます。したがって「労働生産性＝名目 GDP／（労働者数×労働時間）」です。 

 

日本は労働生産性が低いと言われますが、たしかに 2016 年現在、OECD 加盟 35 か国中 20 位であり、加盟

国平均の 84％にとどまっています。 

 

■レモネード売り実験 

  

労働生産性を上げるために有効な賃金制度は、出来高制や歩合制などの、成果に応じて払う賃金であるよう

に思えます。事実もそうでしょうか。 

 

成果主義賃金に関して、2013 年にハーバードビジネススクールである実験が行われました。被験者（実験参

加者）にレモネードを売る仕事をさせて、賃金制度によって成果にどれだけ違いが出てくるかを調べたもの

です。 

  

実験の結果、①時間給（労働時間に応じて支払う）と②成果給（総売上の 50％を還元する）との間には、収

益にほとんど差がありませんでした。最も高い収益をあげたのは③実験の前半 10 回の売上に対しては何も

払わず、後半 10 回の売上に対してだけ、その 50％を支払うという賃金制度でした。 
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人間がインセンティブ（頑張る理由）に反応することから考えると、この結果は意外です。最もインセンテ

ィブが強い賃金制度である成果給が、最も成果を上げるはずだと予想したくなります。 

 

■「やり方がわからない」状況では探索給が効果を発揮する 

  

カギは、被験者がレモネードを売るという仕事の素人であったことにあります。効果的な方法がわかってい

る状況では、たしかに成果給が効果を持ちます。しかしそれがわからない状況では、成果給は効果を持ちま

せん。 

  

③の賃金制度では、前半 10 回は失敗しても失うものがなく、成功しても金銭的な報酬を得られないと言う意

味で、「練習試合」のようなものです。練習試合の目的は、勝つことではなく経験を積むことです。こういう

賃金制度のことを、方法を探すことに対して報酬を払うという意味で「探索給」といいます。 

  

日本の企業が現在置かれている状況は、ビジネススクールの学生がレモネードを売ることに似ています。名

門企業が相次いで危機に瀕していることからわかるとおり、何をやったら品物が売れるのか、よくわかりま

せん。 

 

エリクソンとプールは『超一流になるのは才能か努力か？』（文藝春秋）のなかで「壁を乗り越える方法は『も

っと頑張る』ことではなく、『別の方法を試す』」ことだといっています。別の方法を試すためには、賃金制

度にも工夫が必要です。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 5 回「長時間労働、会社は防波堤の建設を」 

 

■ヤマト、残業代未払いの背景 

 

宅配最大手のヤマト運輸が、未払いになっているか残業代がないかどうか調査を始めました。 

  

横田増生『ヤマト運輸は「ブラック宅急便」だ』（『文芸春秋』2017 年 4 月号所収）によると、残業代未払い

の背景には次のような事情があります。 

 

ヤマト運輸の労働時間は自己申告制です。年間の労働時間には上限が設定されていて、それを超過すると上

司から「このままでは働けなくなるよ」とか「早番（遅番）になるよ」とか警告されます。そのとおりにな

ると車に乗る時間が少なくなって収入が減ってしまうので、社員が労働時間を実際より過少申告し、結果的

に未払い残業となります。必ずしも、会社が残業を命じておきながら賃金の支払いを拒否しているというこ

とではないようです。 

 

■残業代完全支給は実務的に困難 

 

「残業は月○○時間以内に抑えよ」という目標を設定せずに会社を経営することは困難です。残業は本来、

管理者から命じられてやるものですが、実際には社員が自分で帰宅時間を決めているケースがほとんどです。

そういう体制のもとで残業を無制限に認めたら、人件費がいくらかかるかわかりません。 

 

そのため残業時間に目標値を設定しますが、目標は常にできるかできないか半々のところに設定されます。

達成できない人も出てきます。その結果、ヤマトのような警告が発せられることになります。その警告に対

して、残業代よりも社員としての地位や収入を選ぶ人がいるのは当然です。 

 

社員が目標を達成するために、労働時間を過少に申告することを排除するためには、必要な労働時間を事前

に正確に予測できなければなりません。リスクに満ちた世界で、これは実務的に困難です。 

 

事実、不払い残業は日本だけでなく、多くの社会でみられます。長時間労働の問題に関して多くの著作があ

る、早稲田大学の小倉一哉准教授によると、少なくともイギリス、ドイツ、オーストラリア、アメリカ、ス

ウェーデンの各国において、一定の不払い残業が行われています（『「違法労働」の国際比較』2015 年）。 

 

■便利さへの欲求というよりモラルハザード 

  

ヤマト運輸の長時間労働の背景に、消費者が過度の便利さを求めることがあるという意見があります。初め

てこれを聞いたとき、送料無料や時間指定可能ということは、消費者が不買運動をちらつかせて実現させた

わけではなく、宅配会社や通販会社が競争の結果導入したものなのに、奇妙な話だと思いました。しかし実

態は便利さへの欲求というよりも、単なるモラルハザード（道徳災害）です。 

  

前出の横田レポートは、再配達が無料であるのを良いことに繰り返し約束を破る顧客、すっぽかしておきな
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がら「今帰ってきたんだけれど、もう一回いい？」と電話をかけて来る顧客、「5 分以内に来てくれる？」と

いう顧客、夜 9 時過ぎに電話をかけてきて「今から持ってきてくれる？」という顧客などの事例を紹介して

います。 

 

こうなるともう、わがままの域を超えて営業妨害です。このようなものにいちいち対応していては、労働時

間の目標など達成できるはずがありません。 

 

■会社も防波堤の建設を 

  

長時間労働には、会社や上司から過大なノルマを押し付けられることのほかに、社員が会社を通さずに、顧

客から直接要求を受けているケースがあります。宅配便の、利用者が会社を通さず、ドライバーの携帯に直

接電話をかける仕組みはその典型です。長時間労働を是正するためには、会社がこうした状態を放置せず、

時には防波堤になることも必要です。 

  

ネットスーパーの SEIYU ドットコムが、再配送を 400 円の有料にしました。しかも配達日翌日の 14 時まで

に再配送の連絡をしない場合は自動的にキャンセル扱いとなり、キャンセル手数料 400 円がクレジットカー

ドから引き落とされます。これなどは「防波堤」の典型です。 

  

SEIYU ドットコムの制度は、注文を出す人と品物を受け取る人がほぼ同一である、ネットスーパーだからで

きることです。デパートのお歳暮やお中元には使えません。ヤマトの荷物の相当部分はアマゾンが占めるそ

うですが、アマゾンにもプレゼントとしての需要があります。SEIYU ドットコム方式をそのまま持ち込むの

は難しいかもしれませんが、いずれにしても防波堤の建設が急がれます。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 6 回「スウェーデン社会にみる、同一労働同一賃金の厳しさ」 

 

■政府ガイドライン案のとおりになっても大きな変化は起きない 

 

政府は昨年暮れに「同一労働同一賃金ガイドライン案」を発表しました。その内容はひとことで言えば「正

社員とパート社員が同じ仕事をしている場合、賃金差別を解消せよ」というものです。 

 

もともと正社員とパート社員が同じ仕事をしているケースはまれですから、案が法律に変わったとしても状

況に大きな変化は起きないでしょう。 

 

■本来の同一労働同一賃金とは 

  

現在世界で最も豊かなのは北欧です。労働生産性を国際的に比較すると、上位には北欧諸国が並んでいます。

豊かでありながら所得格差も小さいものにとどまっています。格差が小さいのは同一労働同一賃金を実行し

ているからです。 

 

たとえばスウェーデンは日本の約 1.4 倍の労働生産性がありながら、所得格差は日本の 8 割ほどにとどまっ

ています。スウェーデンでは「協約賃金」といって、賃金は職種ごとに労働組合と経営者団体が決めます。

協約で決まった賃金は勤務先を問わず、労働組合に属しているすべての労働者に適用されます。 

 

労働組合の組織率は 8 割近くありますから、ほとんどの労働者に協約賃金が適用されます。つまり、同じ仕

事をしているならば、パート社員であるか正社員であるか以前に、大企業であれ中小企業であれ、どこの企

業でも同じ賃金が支払われます。 

 

■非効率なものは保護しない 

 

協約賃金はまさに同一労働同一賃金であり、これが企業の枠を超えて適用されるので、支払えない企業は倒

産か廃業を余儀なくされます。国民がこのような厳しい制度を受け入れる根底には「非効率なものを延命さ

せると世界の変化についてゆけず、長い目で見ると自分たちのためにならない」という考え方があります。 

 

非効率なものを保護しないという考え方は企業だけでなく労働者にも向けられ、解雇も日本におけるよりも

広範に認められています。 

 

①解雇する場合は勤続年数が短い人から順に行う、 

②解雇予告（○○前に予告するか、それができない場合は不足する日数分の賃金を解雇予告手当として払う）

は最大 6 か月前に行わなければならない、 

③解雇を行った企業が 9 か月以内に社員を採用する場合、解雇された社員を優先的に雇わなければならない 

などの「解雇ルール」があるものの、これさえ守ればほぼ、解雇は正当とみなされます。 

 

■企業ではなく失業者を保護する政策 
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もちろん、スウェーデン政府が失業を放置しているわけではありません。日本で失業対策といえば、雇用調

整助成金だとか、企業に配置転換権を広く認めることだとか、企業を保護する政策が中心です。いったん失

業してしまった人を支援する政策は、雇用保険の失業給付があるくらいで、あまり行われていません。求職

者支援訓練という制度があることはありますが、訓練内容は「セミナー」の域を出ず、再就職の助けとして

はあまり有効に機能していません。 

 

スウェーデンには、１年から 3 年制の「職業大学」というものがあります。学費は無料で、在学中は子供の

数に応じて生活費も支給されます。倍率が 3 倍程度あり、誰でも入れるというわけではありませんが、「成人

高校」というものがあり、大人になっても高校の勉強からやり直すことができます。成人高校を経て大学に

進学する人が大学生の 3 割もいます。つまり、スウェーデンの失業対策は企業を保護するのではなく、失業

者を支援することに重点が置かれています。 

 

■労働者を雇用することは原材料を仕入れるのと同じ？ 

 

このようにみるとスウェーデンは良いことずくめのようにも思えます。しかし、このような政策が日本人に

向くかどうかは不明です。 

 

再チャレンジの機会が豊富にあるということは、一生競争が続くということでもあります。一度正社員にな

ったら当面は安泰というわけではありません。無競争でつくことができる、低賃金の労働という選択肢はあ

りません。 

 

「スウェーデンには正社員という概念がない」とか「労働者を雇用することは原材料を仕入れるのと同じこ

とだ」とかいう説すらあります。日本もそうなることを想像したら、震え上がる人も多いのではないでしょ

うか。 

 

解雇も、日本人にとって非常にアレルギー反応が強いものです。 

たとえば限定正社員という制度があります。職務や勤務地を限定する代わりに、その仕事や事業所がなくな

った場合は解雇するという条件付きの雇用形態です。 

 

雇用保障の面で一般の正社員には劣りますが、パート社員よりは恵まれています。第一、希望する人はこの

契約を結ぶという制度であって、すべての労働者にこの契約を強制するという制度ではされるわけではあり

ません。しかし「解雇」の二文字に注目が集まって、労働界から反対の声が強くなっています。 

 

同一労働同一賃金が厳しい競争や解雇と隣り合わせであるということは、知っておく価値があります。 

 

  



 

149 

※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 7 回「人手不足時代の社員引き留め策」 

 

厚生労働省が 6 月 30 日に発表した『一般職業紹介状況』で、5 月の正社員有効求人倍率が集計開始以来最高

の 0.99 倍となりました。人手不足がいよいよ正社員の領域まで及んできました。 

今回は人手不足時代における定着促進策について考えてみました。 

 

■賃金は重要だが 

  

もちろん高い賃金は効果的です。おそらくもっとも効果的でしょう。アメリカで 1984 年に行われた世論調査

では、マネージャー、事務職、時給労働者という 3 つの職種で、「仕事においてもっとも価値あるもの」とし

て「給与と厚生」が挙げられています（唯一専門職においてだけ、「昇進」がもっとも重要で、給与と厚生は

2 番目でした）。日本でも大学生の就職人気企業の上位は高賃金企業が占めています。 

 

しかし賃金は採用難だからといって急に上げることはできません。採用初任給を上げたら既存の社員の賃金

も同時に引き上げなければならず、その負担に耐えられる企業ばかりではありません。 

  

比較的簡単にできて効果的な施策として、①リアリズムに基づく採用、②短い労働時間、③社外で通用する

技能への訓練の３つが挙げられます。 

 

■リアリズム採用 

  

リアリズムに基づく採用とは、人材の採用に際して真実の情報を提供するということです。仕事の内容や賃

金、労働時間、休暇、社員の定着率などについて、きれい事だけでなく会社にとって不都合な情報も含めて、

実際にどうなっているのかを率直に情報提供することです。 

  

「最近の学生は、休みは欲しいし長時間労働はしたくない、給料はたくさん欲しいという。うちみたいな中

小はどうしたら良いのだ」という趣旨のことを言う経営者の方はたくさんいます。これに対する私の答えは

「それでも真実を開示すること」です。希望を聞かれたら貪欲なことをいうのは当たり前です。好き好んで

長時間労働や低賃金を希望する人がいるはずがありません。しかし希望を語る人も、別に桃源郷のような会

社でしか働きたくないと思っているわけではありません。 

 

本当のことを言ってしまったら人が集まらないと考えるのは間違いです。リアリズム採用には、 

①入社後の幻滅感を和らげる、②入社するかどうかよく考えて決断させる、③会社の誠実さを印象付ける、

④入社後の、自分の役割をよく認識させる 

などの効果があり、仕事に対する満足度を高め、定着を後押しします。同じ労働条件でも、過大な期待を抱

いて入った人よりも現実的な期待を持って入った人の方が定着率が高いということです。 

 

■短い労働時間 

  

長時間労働の会社に社員が定着しないことは、いろいろな調査で確認されています。少し前までは「長時間
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労働はしたくない」などと素直に言える状況ではありませんでしたが、最近は「働き方改革」や「ブラック

企業」騒動などの影響もあり、状況が変わってきました。 

  

長時間労働の原因として、よく過剰サービスが指摘されます。しかし過剰だからやめよというのは乱暴な議

論です。過剰と思われるサービスに実は KFS（主要成功要因）があるかもしれません。いきなり廃止するの

ではなく、期間を限定して休止するとか、一部の営業所だけで休止するとか、テストをします。そして悪影

響がなかったら廃止し、悪影響があったら存続するというように、影響を見極めてから廃止するべきです。 

 

労働時間が短くても通勤時間が長くては、仕事に時間をとられるという意味では大差ありません。社員に遠

距離通勤をさせないことも効果があります。採用の際、通勤時間の長さも考慮するとか、通勤手当に上限を

設けるなどすると良いでしょう。 

 

■社外でも通用する技能への訓練 

 

仕事の技能にはその会社でしか通用しないものと、社外でも使えるものとがあります。わが社でしか使わな

い機械設備やコンピューターシステムの使い方、わが社の顧客特性などは前者の例です。パソコンの知識、

財務の知識、マーケティングの知識、各種検定試験への合格などは後者の例です。 

 

その会社でしか通用しない技能の訓練はどこの会社でもやっています。これをやらない会社は何のために人

を雇っているのかわかりません。その反面、こうした技能の訓練だけをやって、社外でも使えるような技能

の訓練をまったくやらない会社も珍しくありません。 

 

たしかに、わざわざ転職に有利になるような訓練にお金をかけるのは無意味なことのように思えます。しか

し社員の側から見て、社内でしか通用しない技能への訓練はあって当たり前で、ことさらありがたみを感じ

ません。これに対して社外でも使えるような技能への訓練にはありがたみがあります。 

 

社外でも通用する技能への訓練で留意すべきことは、短期間で習得できるものを選ぶということです。そう

すれば会社にとってさほど負担になりませんし、社員にも満足感があります。 

 

もちろん、以上であげたこととて、これらを行うことに、障害がまったくないわけではありません。しかし

ある程度の勇気と気力だけでできる施策から取り組んでゆくことが、今後ますます進展するであろう、人手

不足の時代に重要になってくるはずです。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 8 回「高度プロフェッショナルは働かせ放題なのか」 

 

「残業代ゼロ法案」あるいは「高度プロフェッショナル制度」と言われる法案を巡って、労働組合の中央組

織である「連合」の方針が二転三転しています。連合の執行部はいったん、条件付きで容認する方針を固め

ましたが、下部組織の了解を取り付けられず、宙に浮いています。 

 

■高プロはなぜ「残業代ゼロ法案」と呼ばれるのか 

 

高度プロフェッショナル（高プロ）とは、高度に専門的な能力を要する仕事に就き、かつ年収 1075 万円以上

である労働者を、労働時間に関する規制の例外とする制度です。 

 

労働基準法は「労働者を 1 日に 8 時間、または 1 週間に 40 時間以上働かせてはいけない。これ以上働かせ

る場合は残業手当を払わなければならない」「週に 1 日は必ず休日を設けなければならない。この休日に働か

せた場合には休日勤務手当を払わなければならない」と定めています。これらの規定を年収 1075 万円以上で

ある高度専門職には適用しないというのが高プロ制度です。これが、高プロが「残業代ゼロ法案」と呼ばれ

る所以です。 

 

多くの国では、法定労働時間とは「たとえ賃金を払ったとしても、これ以上働かせてはいかない」という時

間です。しかし日本の法律ではそのようになっておらず、法定労働時間とは事実上、「これから先は残業手当

が払われる」というだけの時間となっています。このため高プロについても、残業代が支給されないという

面にだけ強く意識が向くのでしょう。 

 

■高プロは「働かせ放題」ではない。 

 

上記の文だけ読むと、高プロは高賃金とはいえ、働かせ放題の制度であるようにとらえられるかもしれませ

ん。しかし法案を見ると、けっしてそうではありません。 

まず、この制度を適用するためには、対象とする社員が次の６つの条件を「すべて」満たしていなければな

りません。 

 

① 厚生労働省が定める業務についていること（どういう業務なのかは未定） 

② 職務内容が明確に定められていること。 

③ 年収が一定額（1075 万円）以上であること。 

④ 「健康管理時間」（会社と会社外で働いた時間）を会社側が把握すること 

⑤ 有給休暇を与えられ、健康診断を実施されていること（有給休暇の日数は未定） 

⑥ 苦情処理制度があること 

 

加えて、次の３つの条件のうち「いずれか」を満たしていなければなりません。 

 

① 一定の勤務インターバル（ある日の仕事が終了してから次の日の仕事に就かせるまでの間隔）を設け、

かつ深夜勤務の回数を一定以下に抑えること（勤務インターバルの長さや深夜労働の回数は厚生労働省
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が定めるが、具体的な数字は未定） 

② 「健康管理時間」を厚生労働省が定める時間（未定）以内に収めること 

③ 年間 104 日以上、かつ 4 週 4 日以上の休日を設けること 

  

以上を見ていただくとわかるとおり、高プロはけっして 365 日 24 時間働かせ放題の制度ではありません。

働かせることができる時間にはおのずと限界があります。また、会社の都合次第でどのような仕事でもさせ

られるわけではありません。 

 

「いったん導入されると 1075 万円という年収要件がなし崩し的に引き下げられる恐れがある」というのが

高プロ反対論の根拠です。しかしそれを心配するなら、もともと年収要件も何もなく、「働かせ放題」でない

のかどうかさえもよくわからない「管理監督者」（管理職）の方を先に心配すべきです。 

  

また、1075 万円もの年収でなくても、今と同じ年収であっても、残業代が支給されなくても、いつ、どこで

働くかを自由に決められる働き方を歓迎する人も少なからずいるのではないでしょうか。この問題について

は次回考えます。  
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 9 回「高プロ法案の狙いとするところ」 

 

前回のこのコラムで、高度プロフェッショナル（高プロ）はけっして働かせ放題ではなく、働かせることが

できる時間や日数には限度があるということをお話ししました。 

この言い方が適切かどうかは別として、「残業代ゼロ」に近い労働条件を容認する法律がすでにあるにもかか

わらず、高プロ法案が出てきたのはなぜか、今回はこれについてお話しします。 

 

■「課長以上には残業代を払わなくても良い」は誤解 

 

高プロの構想が出てきた背景には、現在の労働時間法制が不備なことがあります。 

  

高プロを待たずとも、すでに法定労働時間や法定休日が適用されない人たちがいます。「管理監督者」と「裁

量労働のみなし労働時間制」が適用される人たちです（ただし後者には、法定休日は適用されます）。しかし

これらの制度には不備な点がいくつかあります。 

  

まず管理監督者は、具体的にどういう人のことをいうのかが明示されていません。「課長以上は残業手当を払

わなくても良い」と理解している人がいますが、これは誤解です。労働省（現在の厚生労働省）が 1977 年に、

「都市銀行その他の金融機関における管理監督者の範囲」として、本部の部長、次長、副部長、課長である

とする通達を出しました。これが拡大解釈されて、課長以上の肩書を与えて役職手当さえ払っていれば、残

業手当の支払いを免れられると理解されたのが発端です。 

管理監督者といえるかどうかに関する裁判所の判断は非常に厳格で、人事に関していえば、部下の採用や解

雇に関する最終的な決定権を持っていることが条件です。このような部課長が世の中にどれだけいるでしょ

うか。おそらく全体の 10％もいないはずです。裁判で管理監督者であると認められた例は極めて限られてい

ます。 

■管理監督者は働かせ放題なのか 

 

管理監督者についてはさらに大きな問題があります。法定労働時間や法定休日の例外とするということがど

ういうことなのかが明らかにされていないことです。「これ以上働かせてはいけない」「これだけは休ませな

ければならない」という規定がないということは、字義通り解釈すれば、365 日 24 時間働かせても構わない

ことになります。 

常識的に考えて、そのようなことはあり得ませんが、これについて法律は何も言っていません。前回このコ

ラムで述べたとおり、高度プロフェッショナル法案には「勤務インターバル」や「健康管理時間」、休日の確

保など、労働時間を制限する規定がありますが、管理監督者にはこのようなものがありません。 

管理監督者に該当するかどうかについて争われた、「日本マクドナルド事件」という有名な裁判がありますが、

あの判例は「日本マクドナルドの店長は管理監督者ではない」という判断を示したのであって、「管理監督者

といえども働かせ放題ではない」という判断を示したわけではありません。 

さらに、後述する「企画業務型裁量労働制」では、どのような社員をその対象にするか、労働基準監督署長

に届け出なければなりませんが、管理監督者についてはそのような規則もありません。「会社が管理監督者と

呼べば管理監督者」という状態が通用しているのが実情です。 
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■裁量労働は範囲が狭すぎる 

 

もうひとつの、労働時間・休日規制の例外である「裁量労働のみなし労働時間制」は、管理監督者とはちが

って、労働時間・休日に関する歯止めがあります。まず、休日勤務までみなし労働時間に入れることはでき

ません。休日勤務をさせた場合は休日勤務手当を払わなければなりません。残業手当は不要というより、み

なしで払うことが認められているのであり、何時間働いているとみなすかは労使で公正な手続きを経て決め

なければなりません。会社側が一方的に決めることはできません。 

裁量労働制の問題は、これを適用できる労働者の範囲が狭すぎることです。裁量労働制には「専門業務型」

と「企画業務型」の 2 種類があります。専門業務型裁量労働制は大学教授や弁護士など具体的に２１の業務

が列挙され、適用できるのはそれらの業務に限定されています。 

一方、企画業務型裁量労働制では細かい業務の限定はなく、企画といえるような業務でさえあれば導入する

ことができます。その代わり導入について、労使双方の代表で構成される労使委員会の 8 割以上の多数によ

る決議が必要で、しかもその決議を労働基準監督署長に届け出なければなりません。手続きが煩雑です。 

裁量労働制は適用範囲が狭すぎるか導入手続きが煩雑すぎるかで、本来労働時間や休日の規制から除外すべ

き労働者を除外しきれていない可能性があります。 

このように、現状の労働時間・休日規制からの除外制度は不備な点が目立つので、いっそ白紙に戻して新し

い除外制度（エグゼンプション）を作ろうというのが「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」構想で

す。高プロはその第一弾で、アメリカで「高額賃金エグゼンプト」と呼ばれているものの日本版です。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 10 回「人手不足で賃金は上がるのか」 

 

先日まで、ある雑誌の、今年末の賞与相場を予測する記事を書いていました。そこで困ったことがひとつあ

ります。最近の賞与相場が経済情勢と整合的でないことです。 

普通に考えれば、賞与相場は企業業績や労働力需給を反映して決まりそうです。しかし現実はそうなってい

ません。「経済情勢がこうだから賞与はこうなる」という因果関係で説明しにくくなっています。 

 

■現状は空前の好景気 

 

日本の経済は東日本大震災があった 2011 年を底として、長期的な拡大過程にあります。今年までの 6 年間

で GDP（内閣府発表）はおよそ 12％増えました。去年は 1997 年に記録した過去最高を更新し、現在もなお

拡大中です。 

法人企業の経常利益（財務省発表）もやはり過去最高を更新中で、震災直後に比べて 40％強増えています。

完全失業率（総務庁統計局発表）は震災直後 4.5％まで上昇しましたが、最近期である今年 7 月は 2.8％まで

下がっています。 

注目すべき点として、正社員も不足に転じました。いままでは、雇用情勢の改善はパートの求人増加に支え

られており、正社員は過剰な状態にありました。しかし今年に 6 月に正社員の有効求人倍率（厚生労働省発

表）も 1 倍を超えました。 

有効求人倍率とは公共職業安定所における「求人数÷求職者数」の数字です。1 倍を超えていることは求職

者一人あたり 1 件以上の求人があることを示します。正社員の有効求人倍率が 1 倍を超えたのは統計が始ま

った 2004 年以降で初めてです。 

 

■経済環境で説明できない賃金の動き 

 

しかしこうした経済環境の改善に、賞与はまったく反応していません。毎月勤労統計調査（厚生労働省発表）

によると、2016 年年末賞与の支給額は約 428,786 円でした（30 人以上の事業所）。震災直後だった 2011 年

年末の 430,792 円に比べてむしろ減っています。 

月例の賃金も似たような状況で、一般労働者の所定内給与は、2011 年 7 月と 2017 年 7 月を比べると 2.2％

しか上がっていません。年平均 0.4％のペースです。 

 

■賃金はもともと人手不足／過剰に反応しない 

 

「人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか」、まさにこのタイトルを冠した本があります（玄田有史編、慶

應義塾大学出版会、2017 年 4 月刊行）。さまざまな分野で第一線の研究者たちが現状を分析していますが、

多くの人が指摘しているのが、賃金はそもそも人手不足や人手過剰に連動しないということと、労働者の生

産性が下がっているということです。 

Poot と Doi という人の分析によると、日本ではバブル崩壊後、失業率が１％ポイント下がると、賃金は潜在

的に 0.053％上がる傾向にあります。前述のとおり、日本の完全失業率は東日本大震災直後のピーク（4.5％）

から、最近（2.8％）まで 1.7 ポイント下がりました。これによって賃金が押し上げられるのは 0.09％だとい

うことになります。賃金が 30 万円の人で 270 円上がるにすぎません。 
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実際、戦後の失業率と賃金の動きを単純に比較してみると、失業率にはいくつかの山や谷がある一方で、賃

金には 1990 年代半ばまで上昇し、以後横ばいしているというように山も谷もなく、両者に連動性はみられま

せん。 

賃金が人手不足・人手過剰に連動しないのは、いったん上げてしまった賃金は人員過剰になっても下げられ

ないからだと言われています。賃金を下げるとそれ以上に労働者のヤル気が下がってしまうことを経営者は

知っているので、下げられない。その裏返しとして、景気が良い時でも容易に賃金を上げることができない

というわけです。 

 

■「氷河期世代」の不幸 

 

労働者の生産性が下がっている原因のひとつは「氷河期世代」の存在です。 

バブル崩壊直後の「就職氷河期」に社会に出た人は、前後の世代に比べて不利な就職を余儀なくされました。

この世代の人たちは低い賃金に甘んじていることに加えて、教育訓練の機会にも恵まれておらず生産性が低

い。若い人たちの人口減少によって、氷河期世代の人たちの人口割合が上がっている。その結果、平均的な

生産性が下がっているので、人手不足でも賃金を上げられないというわけです。 

 

■賃金を上げる会社はどこにあるか 

 

賃金の、人手不足・人手過剰に対する連動性や、労働者の平均的な生産性というものは、短期間で大きく変

わるものではありません。そうであれば、今後人手不足が長期化するとしても、賃金は上がらないと予測す

るのが妥当です。 

賃金を上げる会社があるとすれば、不況の時には賃金を下げることを可能にする制度、つまり出来高給のよ

うなインセンティブを含んだ賃金制度をとるところか、景気拡大で得た利益を教育訓練に投資するところで

しょう。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 11 回「長時間労働是正は不発に終わるのか」 

 

■「過労死ライン」が合法ラインに 

  

政府の「働き方改革実現会議」が設置されて 1 年が経ちました。国際的にみても例外的に長い労働時間と、

やはり例外的に低い法定最低賃金に、とうとうメスが入れられる時が来たかと思いましたが、ここに来て雲

行きが怪しくなってきました。 

  

「実現会議」は 9 月、時間外労働（法定労働時間を超える労働と法定休日における労働）の上限を「繁忙期

の平均で月 80 時間、最大で 1 か月 100 時間」とする法案をまとめました。 

「平均 80 時間、最大 100 時間」というのは、厚生労働省が「これを超えて働かされていた人が脳や心臓の疾

患にかかった場合、業務が原因であると判断する」として設定した「過労死ライン」とまったく同一です。

過労死ラインぎりぎりの時間外労働が合法ということになります。これでは「改革」という名に値しないと

言わざるを得ません。 

 

■日本はいかに長時間労働志向か 

 

現状の法律では、賃金さえ払えば、時間外労働を命じることに特に上限はありません。厚生労働省の告示で

「1 週 15 時間、1 か月 45 時間、1 年 360 時間」などの限度時間が設けられているものの、労使間で「特別条

項つき協定」を結べば、これを超える労働を命じることも可能であり、上限時間は事実上ありません。法案

は青天井である上限時間をさすがに青天井ではなくするだけのものです。 

ちなみにフランスでは、時間外労働の上限は、日本の基準を適用すると、つまり 1 日 8 時間超あるいは 1 週

40 時間超の労働を時間外労働として計算するものとすると、1 か月 35 時間です。しかもその 35 時間をどの

ように配分しても良いわけではなく、労働時間（時間内＋時間外）の上限は 1 日 10 時間、1 週４8 時間と決

まっています。これを超える労働を命じると罰金を課せられます。日本の労働時間規制がいかに長時間志向

であるかがわかります。 

 

■長時間労働の源流は明治に 

 

日本がここまでして長時間労働を保護するのには、歴史的な経緯があります。 

明治の産業勃興期には、こんにちの労働基準法のような、労働条件を規制する法律がありませんでした。1911

年に労働基準法の源流となる工場法が制定されましたが、これが定める労働時間の上限は「1 日 12 時間、休

日は月 2 日」でした。 

当時の ILO(国際労働機関)条約の基準は「1 日 8 時間、1 週 48 時間」でしたから、これを大幅に上回ってい

ます。そのうえこの規制が適用されるのは女性と 15 歳未満の年少者だけであり、15 歳以上の男性には規制

がありませんでした。違反に対する監督も不徹底なものでした。 

戦後になって労働基準法が制定され、ILO 条約なみの労働時間が法定労働時間として定められましたが、今

度は「労使協定を結べば、これを超えて働かせても良い」とする抜け穴が付け加えられました。 

日本は他の先進国に比べて、法律そのものが長時間労働に対して寛容である上に、監視制度も緩やかです。

ILO は、先進国では労働者 1 万人あたり１人、新興国では労働者 2 万人あたり 1 人の労働基準監督官がいる
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ことが望ましいといっています。 

実際、EU 諸国はほとんどこの基準に達していますが、日本は 16,000 人に 1 人の割合ででしかありません。

むしろ新興国に近い水準です。これは、労働法制を過度に厳しくすると、倒産や解雇が増えて、かえって労

働者のためにならないという考え方に由来します。 

長時間労働をこれほど保護してきたのに、上限時間を急に他の先進国並みにするということは現実的であり

ません。せいぜい可能なのは、100 時間になろうとしている上限時間を段階的に短縮させて、何年かかけて

40 時間程度まで持ってゆくことくらいでしょうが、今のところそういう案さえ浮上していません。 

長時間労働の是正は不発に終わるというのが、私の予想です。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 12 回「未払い残業問題をどう解決するか」（上） 

 

■逮捕されても出せない 

  

「エステティックサロンさくら」（東京都）の元社員 7 名が、未払いの残業代総計 1500 万円を求めて、同サ

ロンを経営する化粧品販売会社「ベルフェム」を提訴しました。同社の会長である佐々木徹氏は「だれが言

っても出せないものは出せない。逮捕されても出せない」と発言しています。 

  

佐々木氏を擁護するつもりはありませんが、単に「払うカネがない。逮捕されても仕方がない」と言ってい

るだけのようにも聞こえます。労働基準法違反は 6 か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金が科せられま

す。このままではいずれかを科せられることになるでしょう。 

  

■時給切り下げ・固定残業というアイディア 

  

未払い残業代問題の解決策として、労働法が専門である向井蘭弁護士は、「ほとんどの中小企業は（途中略）

社員全員の残業代を支払う資金力はないし、社員数を必要以上に増やすわけにもいきません」と断ったうえ

で、時給を切り下げて固定残業代を支給することを提案しています。 

  

たとえばいま、所定労働時間が月 160 時間である会社で、基本給が 30 万円（時給換算すると 1,875 円）であ

る社員に残業代を払っていないものとします。これを、時給を切り下げて基本給 20 万円（時給換算 1,250 円）

にして、10 万円の固定残業代を払う形にするというわけです。この場合、10 万円の固定残業代は 64 時間分

に相当します。残業時間が 64 時間を超えた場合は超過分を別途支払います。逆に残業時間が 64 時間に満た

ない場合は、10 万円から減額することはありません。 

  

さらに向井氏は、総額がいくらかでも増えるようにする、たとえば基本給 175,000 円＋固定残業代 13 万円で

総額 305,000 円というようにすると、同意する労働者が増えてなお良いとも言っています。未払い残業が時

効を迎えるまでの 2 年間はトラブルを起こさないように注意せよとも言っています（『社長は労働法をこう使

え』ダイヤモンド社、2012 年）。 

  

未払い残業代問題の具体的な解決策を示した点で画期的で、特に総額をいくらか増やすとか、時効を迎える

までおとなしくしているとかのアイディアは法律家ならではの視点であり、感服します。 

  

■未払い残業の多寡という不公平 

  

未払い残業問題とは、本来払うべきものを払っていない状況を、人件費総額を増やさずに解決せよという問

題です。完全無欠の答えがあるはずがありません。そのことを承知したうえであえて指摘させていただくと、

向井氏の案には疑問を感じる点もあります。未払い残業が多い社員と少ない社員の間の不公平をどう解決す

るのかということです。 

  

固定残業代を払うとしたら、基本的にすべての社員を対象にしなければなりません。すると、ほとんど残業
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をしていないにもかかわらず 64 時間分もの残業代をもらう社員が出てきます。本当に 64 時間の残業をして

いる社員はばかばかしくてやっていられないでしょう。 

  

最近は家族手当や住宅手当にさえ、不公平だという考え方があります。残業をしていないのに固定残業代が

支給されることは、これらとは比べ物にならないほど不公平だと思うはずです。 

  

もちろん、固定残業代が 64 時間分というのはひとつの数値例にすぎません。これが 5 時間や 6 時間だった

ら、残業をしていないのに固定残業代をもらう人がいても、それほど大きな不満の声は上がらないでしょう。

しかし、わずかな固定残業代で解決する程度の未払い残業代なら、きちんと時間比例で払うようにすれば済

むことです。 

  

このようなスキームを使わなければ解決できないような未払い残業は、ある程度大きな時間数であるはずで

す。事実、未払い残業がある会社では、ある部門では大量の未払い残業があり、ある部門では残業そのもの

がほとんどないか、たまにあっても十分に支払われているというケースがほとんどです。 

  

■基本給カットは簡単にいかない 

  

ある部署は固定残業、ある部署は変動残業というようにすることも、法律的には不可能でありません。それ

を正当化する論理がないだけです。しかしそれを強行すると、固定残業にした部署の社員だけが基本給を切

り下げられ、変動残業の部署の社員は今までどおりの基本給が維持されることになります。 

  

上記の数値例で言えば、ある部門の社員は「基本給 20 万円＋固定残業 10 万円」となる一方で、ある部門の

社員は依然として「基本給 30 万円＋変動残業」のままです。賞与や退職金が基本給にスライドしている場

合、到底受け入れられる案ではありません。 

  

ではどうしたら良いのか、ほかに解決策はないか。これについては次回お話しします。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 13 回「未払い残業問題をどう解決するか」（下） 

 

■基本給ではなく賞与の切り下げで 

  

前回はこのページで、弁護士の向井蘭氏が推奨する未払い残業解消策として、基本給を切り下げる方法を紹

介しました。 

  

しかし私はむしろ、基本給ではなく賞与を切り下げることを提案します。「方法」というのもはばかられるほ

ど単純な話で、残業代はきちんと払います。基本給はもちろん今までどおりに払います。当然、月々の人件

費は増えますが、代わりに賞与を減らします。 

  

もちろんこの方法とて「会社」「サービス残業をしてきた社員」「サービス残業をしてこなかった社員」の三

方良しではありません。人件費の総額を増やすことなくサービス残業を解消するとしたらこうするというも

のにすぎません。 

この場合、不利益を被るのはいままでサービス残業をしてこなかった社員です。賞与が減る分だけ年収が減

ってしまいます。しかし賞与をいくら支給するかということについては、労働契約で何も言っていないので、

少なくとも労働契約上は文句を言えません。 

  

また、この方法はもともとの賞与原資が少ない場合には使えません。しかし厚生労働省の「賃金構造基本統

計調査」によると、日本の企業（従業員 10 人以上）は平均で、１年間に、所定内給与（残業手当を除く給与）

の 2.9 か月分の賞与を払っています。 

これは大雑把に計算して、残業代 386 時間分に相当します。年間 386 時間ということは、1 か月あたり 32 時

間です。すべての社員が残業をしているわけではないので、平均すれば月間 32 程度の残業時間に収まり、賞

与から残業代にシフトするという方法が使える会社もたくさんあるはずです。 

  

やはり向井蘭弁護士が推奨するとおり、できれば人件費全体のパイを少し大きくするということと、未払い

残業が時効を迎える、2 年が経つまでトラブルを起こさないように注意するということに関しては、私も同

意見です。 

 

■人件費削減策だと誤解されないために 

  

賞与原資の決め方として、「ラッカープラン」と呼ばれる方法があります。事前に労働分配率、すなわち付加

価値（営業利益＋役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費＋支払利息）に占める人件費

（役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費）の割合を決めておいて、それに対して事後

的に残った人件費を賞与原資として支給する方法です。 

  

たとえば付加価値が 1 億円で、事前に決めた労働分配率が 75％であったとすれば、人件費は 7,500 万円とい

うことになります。7,500 万円から、基本給や残業手当、福利厚生費など、すでに払ってきた人件費を引いて

残った金額を賞与の原資とします。残らなければ賞与支給は見送られます。今まで払っていなかった残業代

を払うとすれば、当然、サービス残業に甘んじていたころに比べて、賞与に回される額は少なくなります。 
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ラッカープランを使うことによって、賞与原資を残業代に回すことが、体の良い人件費削減策であると誤解

されることを避けます。従来並みの労働分配率を維持することを宣言すれば、賞与を減らすことに対して社

員からの理解も得られるでしょう。 

 

■賞与を続けるべき理由は見当たらない 

  

賞与は日本企業独特の慣行です。考えてみれば、年収の相当部分が、会社側の裁量で決められてしまうもの

で占められているというのは奇妙な話です。 

  

一般的に、賞与にはインセンティブ（努力する意味）としての機能と、人件費の変動費化（経営が苦しい時

には少ししか払わない）としての機能があると言われています。 

しかし実際にこれらの機能が果たされているかどうかについては、否定的な見方も少なくありません。普通

に考えても、会社員が賞与をインセンティブにして働いているようには思えません。人件費の変動費化とい

うことについても、経営者が賞与の額を「いくらでも良い」と考えているようには見えません。賞与につい

て、想定されている機能がもし働いているとすれば、日本企業だけでなく世界中の企業が採用しているはず

です。 

要するに賞与には、これからも続けた方が良いと断言できるような明確な根拠はありません。そうであれば、

未払い残業の解消と引き換えに廃止または縮小を検討する価値は十分あるはずです。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 14 回「転職大国に学ぶ、大リストラ時代のサバイバル術」 

 

■銀行員はそんなに使えないのか 

  

みずほフィナンシャルグループ（FG）が 19,000 人の人員削減を、三菱 UFJFG が 9,500 人相当の、三井住友

FG が 4,000 人相当の、それぞれ業務量を削減すると発表しました。 

このようなリストラ話が出ると、やれ銀行員は受け身的だとか、ビジョン構築力が弱いとか、専門性が低い

とか、要するに他社で通用するスキルが乏しいという意見が堰を切ったように湧き出てきます。 

私はこれらの言説に違和感を覚えます。銀行と言えば、メガバンクだけでなく地方銀行も第二地方銀行も、

それぞれの地域では学生の就職人気企業であり、同世代の中でも優秀な人が就職する職場です。私も銀行員

の方を何人か知っていますが、彼らはみな聡明です。 

 

■人はみな、わが社でしか使えない能力を財産にしている 

  

まず、他社に行ってすぐに戦力にならないのは銀行員だけではありません。お金を生み出すもとになるもの

のことを「資本」といいますが、その中で人の体の中にあるもののことを「人的資本」といいます。知識や

経験、人脈などは典型的な人的資本です。 

人的資本はさらに、どの会社に行っても役に立つ「企業一般的人的資本」と、特定の会社でしか役に立たな

い「企業特殊的人的資本」に分けられます。 

外国語やパソコンの操作方法、簿記の知識などは典型的な「企業一般的人的資本」です。これに対して、わ

が社にしかない機械の操作方法や社内の人脈、わが社の顧客に対する理解などは、まれに社外でも通用する

場合もありますが、通常は「企業特殊的人的資本」です。そして人は通常、「企業特殊的人的資本」のほうを

多くの割合で活用して所得を得ています。これは労働経済学では常識です。 

  

コンサルティングで企業に伺うと、ほとんどの経営者の方は「わが社は特殊だ」とおっしゃいます。これは

「わが社は企業特殊的人的資本の塊だ」と言っているのと同じことです。 

 

■「つぶしが利く」人なんていない 

  

あるいは、企業は分業の利益を追求するためにあります。アダムスミスが「国富論」の中でピン工場を例示

していますが、そこでは一人の職人が針金をピンに換えるのではなく、針金を引き延ばす係、まっすぐにす

る係、切断する係、先をとがらせる係、頭をつける係などに分担することによってコストを抑え、低価格化、

大量生産して利益を得ています。 

現代の企業はアダムスミスの時代とは比べ物にならないくらい細かく分業化していて、大企業になるほど高

度に分業化しています。中小企業の社員は一人で何役もこなしていますが、その代わり一つ一つの業務に大

企業の社員ほど習熟していません。いわゆる「つぶしが利く」などということは幻想です。 

 

■「職業大学」の自分版 

  

しかしそうはいっても、いったん職を失ったら再就職が厳しいことは事実です。広く外の世界に眼を向けよ
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とか、既成の成功パターンと決別せよとか、好奇心を持てとか言う処方を提示する専門家がいますが、その

ような精神論で解決できる問題であるとは思えません。 

  

来るべき大リストラ時代への備えとして、解雇が広範に認められている社会での労働者の生き方として、「ス

ウェーデン方式」あるいは「アメリカ方式」ともいうべきモデルが参考になります。 

  

スウェーデンは労働生産性が日本より 34％も多い、世界で有数の豊かな国ですが、彼の国の労働政策は「積

極的労働政策」と言われています。 

① 余剰人員がいるということが、解雇の正当な理由になる 

② 最低賃金を、労働者が十分生活可能な水準に設定し、それが払えない企業には退出を促す 

③ 失業者は政府から生活費の補助金を受けて職業教育を受けることができる 

などがその特徴です。 

特に③に関しては、「職業大学」という 2～3 年制の教育機関があり、学費は無料で、在学中は子供の数に応

じて生活費も支給されます。 

  

リストラ対策としてのスウェーデン方式とは、これを自分でやることです。いざとなったとき、大学や大学

院、専門学校など、職業教育を受けられるよう準備しておきます。 

残念ながら日本政府は離職者に学費や生活費を支給してくれませんから、それらの費用は自分で準備しなけ

ればなりません。そして進学先も、無試験で入学できるような安易なものではなく、スウェーデンの職業大

学が倍率 3 倍であるように、入学試験があるところを選ばなければなりません。無試験で入学できる教育機

関で学んだくらいで、企業一般的人的資本は身につきません。もちろん、そうした学校に合格できるだけの

学力も用意しておかなければなりません。 

  

「転ばぬ先の杖」で、失職する前に資格を取っておくというのは反対です。実際に失職してみなければ、そ

のときの有望産業はわかりませんし、予想外に現在の職場に長く勤められた場合、せっかく身につけた知識

や技能を忘れてしまうからです。 

 

■転職支援を頼む 

  

アメリカは日本よりはるかに転職が盛んな社会です。労働者の平均勤続年数は日本の 3 分の 1 以下です。多

くの人は、現在の職場に特に不満がなくても、日常的に転職サイトをチェックしたり、転職仲介業者と交流

したりして、より条件が良い仕事を常に探していると言われています。 

  

そういうアメリカの転職市場を支えているのが、転職支援のサービスです。職務経歴書の書き方や面接対策

などを有料でサポートするプロがいます。こうしたプロの力を借りるのが、「アメリカ方式」というべき方法

です。 

  

私はこのように文章を書くことも仕事の一つにしているので、職務経歴書の書き方がわからないという人か

ら相談を受けることがあります。見せてもらうと、たいていの人は一つの仕事についてせいぜい 1 行から 2

行程度の、箇条書きのようなものしか書いていません。これは当然で、普段文章を書いていない人が、いか

に自分の職業とはいえ、1,500 字（最低でもこのくらいは必要です）の文章を書けるはずがありません。 

  

日本にはまだ転職支援サービスの市場がありませんが、職務経歴書は編集者やライターに、面接はカウンセ

ラーに相談すれば、より洗練されたものができるはずです。 
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スウェーデンでは、労働者を雇うことは原材料を仕入れるのと同じことだと考えられていると言います。ア

メリカでは「随意雇用の原則」といって、解雇に理由は要りません。そのような社会でも人々は十分生活し

ているということを強調しておきます。 

（参考文献） 

①湯本健治、佐藤吉宗『スウェーデン・パラドックス』（日本経済新聞出版社、2010 年） 

②宮本弘暁『転職市場に見る日米労働市場の違い』（日本労働研究雑誌 2018 年 1 月号所収） 

  



 

166 

※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 15 回「裁量労働制の人は労働時間が短い」が誤りであるこれだけの証拠 

 

■裁量労働制の人の労働時間 

  

安倍晋三首相は今国会での、裁量労働制の対象を拡大する法案の提出を断念しました。背景には、「裁量労働

制で働く人たちの労働時間は、そうでない人たちの労働時間より短い」と主張する、厚生労働省が提出した

データに問題があったことがあります。 

  

政府統計ではありませんが、2014 年に独立行政法人労働政策研究・研修機構が発表した『裁量労働等の労働

時間制度に関する調査結果』というデータがあります。 

これによると、1 か月の労働時間が 150 時間未満である、比較的短時間労働の人の割合は 

① 「通常の労働時間制」 

② 「企画業務型裁量制」 

③ 「専門業務型裁量制」 

の順に大きくなっています。 

逆に 1 か月 250 時間以上の長時間労働をしている人の割合は、 

① 「専門業務型裁量制」 

② 「企画業務型裁量制」 

③ 「通常の労働時間制」 

の順に多くなっています。 

首相が主張したのとは逆に、裁量労働制の人がそうでない人よりも労働時間が長いという結果を示していま

す。 

  

私も裁量労働制を採用している会社をいくつか知っていますが、それらの会社で、裁量労働制の社員がほか

の社員より労働時間が短いとはとても言えません。安倍首相がもう少し労働の現場に詳しい人であったなら、

「裁量労働制の労働者はそうでない労働者より労働時間が短い」などというデータを示されても、にわかに

信じなかったことでしょう。 

（資料出所： 労働政策研究・研修機構『裁量労働等の労働時間制度に関する調査結果』2014 年） 

 

■なぜ残業が発生するのか 

  

人材開発の専門家である中原淳・東京大学准教授は、残業は、残業が発生するメカニズムとして、 

① 残業は仕事ができる人に集中する 

② 一人が残業すると周囲の人に感染する 

③ 限度を超えた残業は疲労感を麻痺させる 

④ 残業の習慣は世代を超えて引き継がれる 

という 4 点を指摘しています（『残業は「集中」「感染」「麻痺」「遺伝」する』、『中央公論』2018 年 3 月号所

収）。 

過労死事件に対して、よく「どうして死ぬまで働くのだ。辞めればいいじゃないか」という人がいますが（そ

の一方で「仕事は命がけでやるものだ」という言説もいまだ健在ですが）、この問いに対する答えの一つは疲
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労感が麻痺してしまうということです。 

中原准教授とパーソル総合研究所が行った調査によると、働く人の幸福度と会社への満足感は、当然のこと

ながら労働時間が長くなるほど低下しますが、月 60 時間を超えると逆に高まります。疲労感が麻痺するとは

このことです。疲労感が麻痺した結果、うつ病などの精神疾患にかかるとしたら、道義的にももちろん悲し

いことですが、会社にとっても効率的でありません。 

  

私も裁量労働制を採用している会社をいくつか知っていますが、そういう会社にはやはり共通して残業の「集

中」と「麻痺」が見られます。ほぼ毎月、実働時間が一応の所定労働時間内に収まっている人がいる一方で、

多い人は恒常的に、「過労死ライン」と言われる 80 時間以上の残業をしています。2、3 日昼夜通しで働くこ

とも珍しくありません。 

 

■強制退去策は効果がある 

  

では残業を減らすためにどうしたら良いのか。それはやはり、多くの企業が実践している、残業時間に上限

を設けて、強制的に退出させることが一番効果的でしょう。強制的に退出させれば、「感染」も「遺伝」もし

ません。 

  

もちろん「持ち帰り残業」が増えるだけだという反論もあるかもしれませんが、強制退去策に全く効果がな

いわけではありません。前出の「中原・パーソル調査」によると、48％の人が、「ノー残業デー」や「残業時

間の上限設定」「残業の原則禁止、事前承認」といった施策に残業削減効果があったと答えています。 

  

無駄な会議や無駄な資料作りをやめるということも、残業時間に上限をはめることによって加速するはずで

す。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 16 回「日大アメフト部問題にみる、学生スポーツのゆがんだインセンティブ構造」 

 

■学校スポーツはプロ以上に手段を択ばない 

  

日本大学アメリカンフットボール部の反則行為が社会問題に発展しています。 

こういう問題が起きるたびに思ってきたのは、なぜアマチュアが、しかも学生の部活動がそこまでして勝つ

必要があるのかということです。 

学生スポーツは、勝つことに対して、プロより手段を選びません。日本語がほとんど話せない、駅伝の「留

学生」選手、大会期間中だけ「短期留学」していた、バスケットボールの外国人選手、もはや都道府県対抗

の体をなさなくなった高校野球、通信制で、授業は午前中だけ受けている高校野球チームなど、数え上げれ

ばきりがありません。 

 

■プロは指導者より選手にインセンティブがある 

 

しかし冷静に考えてみれば、学生スポーツにはある意味、プロ以上に、勝利への強力なインセンティブがあ

ります。 

プロは、監督やコーチにはあまり強力なインセンティブはありません。みな、せいぜい長くて５，６年のつ

もりで就任しています。しかも、解任されても十分生活してゆけるだけの蓄えがあるであろう、名選手だっ

た人たちです。 

選手には強烈なインセンティブがあります。サラリーマンの生涯賃金以上の賃金が、1 年間の成績にかかっ

ています。成功すれば 40 代後半までプレーすることができる反面、若い選手はまだ、無業でも生活してゆけ

るだけの蓄えがありません。通常は 1 年契約なので、少しでも力が落ちれば解雇されてしまいます。 

こういう状況で、選手を殴ったり、反則をさせたりしてまで勝ちに執着する監督が現れるとは思えません。

そんなことをしなくても、選手が勝手に命がけでプレーしてくれます。 

 

■学校スポーツのインセンティブ構造はプロの逆 

 

アマスポーツ、特に私立学校の運動部は、インセンティブ構造がプロとは正反対です。 

選手にインセンティブはほとんどありません。箱根駅伝も甲子園も、優勝しても 1 円ももらえません。「栄光」

や「母校の栄誉」という抽象概念を追いかけているだけです。 

ほとんどの選手は卒業後に競技をやめるつもりでプレーしています。野球のように、延長線上にプロがある

種目でも、学生時代の勝ち負けはスカウトの基準になりません。 

高校生の場合、運動部推薦での大学進学というインセンティブがありますが、大学スポーツで活躍した人が、

就職で有利に取り扱われるということはほとんどありません。考えれば考えるほど、つらい練習に耐える理

由が見つかりません。 

今回、日大アメフト部の監督・コーチによる記者会見で、司会者に対して「日大のブランドが落ちますよ」

という声が浴びせられました。本当に落ちるかどうかはわかりませんが、アメフトで勝つことによって大学

の受験料収入が増えたとしても、その果実はいっさい選手に配当されません。 

反面、監督やコーチには強烈なインセンティブがあります。私立の強豪校では、部活動の指導者は教員では

なく、部活動専任ですから、チームが勝たなければ失業してしまいます。その代わり勝てば、今回の日大ア
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メフト部監督がそうであるように、学校法人の要職に就くことができます。 

こうした不祥事があると、指導者は繰り返し「強くなってほしかった」「成長して欲しかった」と言います。

これは言い逃れではなく本心でしょう。選手が強くなるかどうかに自分の生活がかかっているのですから。

強くなれば、あるいは成長すれば、選手に何の利益があるのかなど問題ではありません。 

 

■指導者にもアマチュアリズムの徹底を 

 

インセンティブを持った者が、インセンティブを持たない者を使役するとなると、手段は限られてきます。

スポーツには損得を超えた崇高な使命があるというような、内発的動機に訴えることと、有形無形の圧力で

す。プロは負けても泣かないのに、学生スポーツは負けると号泣するのも、ここに原因があると思われます。 

スポーツが私立学校の宣伝に使われる状況がある以上、悲劇は繰り返されるでしょう。かつてのオリンピッ

クが、1 ドルでも金銭を受け取った選手を排除していたように、学生スポーツの指導者には、厳格なアマチ

ュアリズムを求めるべきではないでしょうか。 

部活動を専門的に指導する職員を置くことは構いませんが、たとえば、その評価基準として勝敗を利用する

ことを禁止するなどです。あるいはその逆に、現在のオリンピックがアマチュアリズムを求めないように、

学生選手にも奨学金という名目でインセンティブを与えることを解禁してはどうでしょうか。 

  



 

170 

※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

第 17 回「最低賃金法は必要か」 

 

■10 年間で 1.2 倍に 

  

7 月下旬、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は 2018 年度の法定最低賃金（最低賃金）の目

安を全国加重平均で 26 円引き上げ、874 円としました。最低賃金は急激ともいえる速さで上がっています。

最低賃金は過去 10 年間で 20％上がりましたが、この間に消費者物価指数(※1) は 2.6％、正社員の賃金(※2) 

は 0.7％しか上がっていません。 

 

■「最低賃金制度は必要」は自明ではない 

  

「最低賃金法は廃止するべきだ」などと言ったらお叱りを受けるかもしれませんが、実は、法律で最低賃金

を決めることが妥当であるかどうかは、専門家の間で合意が形成されているわけではありません。 

政府が最低賃金を決めることは、格差の是正や貧困の解消に効果があるように思われます。しかし最低賃金

が上がるとパート社員の採用を減らしたり、人件費負担に耐えられずに倒産したりする企業が出てきて、む

しろ失業が増えてしまいます。 

最低賃金を上げても失業は増えないと主張する研究結果も中にはありますが、そういう研究結果で信頼でき

るものは、日本にはほとんどないと言われています(※3) 。 

最低賃金は失業だけでなく企業収益にも悪影響を及ぼします。最低賃金が上がるほど、企業の売上高営業利

益率は低下します(※4) 。この傾向は特にサービス業や小売業、卸売業で顕著で、製造業ではそれほど顕著

ではありません。 

  

失業率を押し上げ、企業業績を阻害するとしたら、最低賃金制度はない方が良いという主張にも説得力があ

ります。 

  

実際、最低賃金が日本の 1.5 倍高いフランスでは、失業率は 10.1％と、日本（3.1％）の 3 倍以上あります

(※5) 。 

  

あるいは、世界には最低賃金制度がない国もありますが、そういう国に必ずしも凄惨な低賃金労働があると

いうわけではありません。たとえばスイスには最低賃金法がありませんが、多くの労働者の賃金は 1 時間当

たり、日本円にして 2,500 円を上回っていると言われています(※6) 。 

 

■引き上げの影響は高賃金会社も受ける 

  

最低賃金を引き上げることは、賃金水準が低い会社ほど、業績を大きく悪化させます。賃金水準が低いには

最低賃金ぎりぎりで働く社員が多くいますから当然です。 

しかし賃金水準が高い会社でも、影響をまったく受けないわけではありません。自分の賃金は変が変わらず、

最低賃金だけが上がって格差が縮まると、どうしてもやる気が下がってしまうからです。 

この傾向は、最近の日本のように失業率が低い状況であるほど顕著に現れます。失業率が高くて自分の地位

が不安定な状況では、仕事があるだけでもありがたいので、他人の賃金との格差が縮まってもやる気があま
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り失われませんが、失業率が低くて自分の地位が安定した状況では、仕事そのもののありがたみが下がって

しまうからです(※7)。 

■最低賃金 1,000 円時代への準備 

 

政府は最終的に、1 時間 1,000 円に最低賃金の目標を置いていると言われます。最低賃金の引き上げが失業

を増やすとしたら、最低賃金近くで雇われている労働者は、失業しないように今からスキルを磨いておく必

要があります。 

7 最低賃金ぎりぎりの労働者を多く使っている会社は、引き上げの影響をもろに受けますから、省力化投資

や従業員の教育訓練に力を入れるべきです（本当はその費用を国が助成するべきかもしれませんが）。 

最低賃金よりはるかに高い賃金で社員を雇っている会社も、引き上げの影響は皆無ではありません。最低賃

金の上昇率を意識した賃上げを検討する必要があります。 

  

(※1) 「生鮮食品を除く総合」指数。総務庁統計局による。 

(※2) 正確には「一般労働者」の「所定内給与」。厚生労働省「毎月勤労統計調査」による。 

(※3) 川口大司『最低賃金と雇用』、2009 年、ミネルヴァ書房 

(※4) 森川正之『最低賃金と地域間格差』（『最低賃金改革』（2013 年ミネルヴァ書房）所収） 

(※5) 2016 年現在。同年の日本の失業率は 3.1％。 

(※6) 竹内ひとみ『スイスの労働事情』（『日本労働研究雑誌』2018 年 7 月号所収） 

(※7) 森知晴『最低賃金と労働者の「やる気」（『最低賃金改革』（2013 年ミネルヴァ書房）所収） 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

働き方改革時代の生産性向上策(1)「高付加価値を企業目標にする」 

 

■豊かな国スウェーデンの経済政策 

   

働き方改革法案が国会で可決されました。法案の中心は長時間労働の是正と同一労働同一賃金です。こうし

た政策は労働者の福利を向上させるものであるとして、（高度プロフェッショナル制度を除けば）世論から歓

迎されています。 

  

しかしこの政策が労働コストを引き上げるものであり、雇用の量そのものが減る可能性があるということは、

あまり懸念されていないようです。 

  

「メーン＝レイドナー・モデル」という経済政策があります。経済的に世界で有数の豊かさを誇り、労働生

産性が日本の 1.4 倍である、スウェーデンで採用されている政策です。その内容は、最低賃金を労働者が生

活するに十分なほど高く設定することによって、生産性が低い企業に退場を余儀なくさせる。そこで失職し

た労働者を生産性が高い企業に移動させる。これによって国全体の生産性を高めるというものです。「メーン」

と「レンドナー」は、この政策を提唱した二人の経済学者の名前です。 

  

メーン＝レイドナー・モデルは何もスウェーデンだけの政策ではありません。要するに「同一労働同一賃金」

のことであって、欧米諸国は基本的にこれと類似した政策をとっています。働き方改革はいわば「日本版レ

ーン＝メイドナー・モデル」ともいうべきものです。必ずしもすべての労働者の救済政策ではなく、経済振

興策の一環です。 

  

これからこの連載では、生産性を高めて、退場する側でなく労働者を吸収する側の企業に回るための方法に

ついて考えます。まず今回は、生産性と表裏一体である付加価値を目標にすることについて考えます。 

 

■生産性とは？付加価値とは？ 

  

言い古されていることですが、日本企業が進むべき道は高付加価値化、つまり高くても売れる物やサービス

を作ることです。いまさら薄利多売のビジネスをしても、新興国や発展途上国の企業にかなうはずがありま

せん。労働生産性を高めることが国家的な課題になっていますが、労働生産性の定義は次のとおりであり、

付加価値と労働生産性は合計か一人一時間あたりかの違いだけです。 

労働生産性＝付加価値／（労働者数×一人あたり年間総労働時間） 

付加価値とは、企業の活動によって生み出された価値のことです。たとえばコンビニで売られている梅干し

入りのおにぎりは、見方によっては米と海苔と梅干しのかたまりです。しかし同量のこれらよりもはるかに

高い値段で売られています。これはもちろん、おにぎりが単なる米のかたまりよりもおいしいからであり、

おいしさが付加価値です。おいしさは企業が活動しなければ生まれません。 

 以上は考え方としての付加価値ですが、企業がどれだけの付加価値を生み出したかは、実務上は次のよう

に足し算で計算します。 

【付加価値・中小企業庁『中小企業実態基本調査』方式】 

付加価値＝労務費＋売上原価中の減価償却費＋人件費＋販管費中の原価償却費＋教育費＋租税公課＋支払利
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息割引料＋経常利益 

付加価値という言葉は「営業利益」や「経常利益」のように、法律で定義されたものではないので、微妙に

異なるいくつかの算式があります。上記は中小企業庁が『中小企業実態基本調査』で用いている算式です。 

 

■付加価値を企業目標にする 

  

しかし上記の計算式で付加価値の目標を立てても、企業はどのように行動したら良いのかわかりません。「そ

うか、たとえば労務費を増やせば良いのか。じゃあ明日から工場の社員の給料を上げよう」と考える経営者

はいないでしょう。もちろん、給料を上げたら今まで以上に懸命に働いてくれて、生産性が上がるかもしれ

ません。しかしやみくも労務費を増やせば良いとは思えません。 

  

答は、上の算式を次のように引き算に置き換えることです。 

付加価値＝売上高＋営業外収益―商品仕入原価―材料費―外注費―その他の売上原価―水道光熱費―運賃荷

造費―販売手数料―広告宣伝費―交際費―その他の販売費および一般管理費―その他の営業外費用 

ただし、 

● 営業外収益＝受取利息、受取配当金、有価証券売却益など 

● その他の売上げ原価＝売上原価のうち、商品仕入原価、材料費、労務費、外注費及び減価償却費(売上原

価に含まれるもの)以外のその他の原価の総額。製造工程又は業務の直接部門に属する従業者の福利費

(法定福利費を含む)を含む 

● その他の販売費および一般管理費＝販売費及び一般管理費のうち、人件費、地代家賃、水道光熱費、運

賃荷造費、販売手数料、広告宣伝費、交際費、減価償却費(販売費及び一般管理費に含まれるもの)、従

業員教育費及び租税公課以外のその他の経費の総額。販売及び一般管理部門に属する従業者の福利費(法

定福利費を含む)を含む 

● その他の営業外費用＝支払利息・割引料以外の営業外費用に計上される雑損失など 

です。 

 

証明は割愛しますが、式の定義から言って、積み上げ方式でも控除方式でも同じ答えになります。控除方式

にすると、付加価値を増やすためには売上高と営業外利益を増やし、「－」がついている費用を減らす努力を

すれば良いことがわかります。付加価値を企業目標にするならば、これらの項目でそれぞれ目標値を設定し

ます。 

あるいは 

 労働生産性＝付加価値／（従業員数×一人あたり年間総労働時間） 

 資本生産性＝付加価値／有形固定資産 

 付加価値率＝付加価値／売上高 

という、付加価値に関連する指標があります。これらにおいて目標を設定しても良いでしょう。 

 

多くの中小企業は売上高と利益の目標しか立てていませんが、働き方改革の時代には付加価値の目標も立て

る必要があります。まずは来期から、売上高だけでなく、上記の式のマイナス項目についても目標値を設定

されることをお勧めします。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

働き方改革時代の生産性向上策-(2)「生産性革命は『高業績労働システム』で」 

 

■残業を 7 割減らす必要 

 

労働基準法が改正されて、企業は従業員に年間 360 時間しか残業（休日勤務を含む）をさせることができな

くなりました。1 か月の残業が 100 時間を超える会社はいくらでもありますから、その場合は 7 割以上残業

を減らさなければなりません。これは精神論だけで達成できるようなものでは到底なく、安倍首相が言うよ

うに「生産性革命」を起こさなければ実現できません。では「革命」の手段にはどのようなものがあるでし

ょうか。 

 

■生産性に最も大きな影響があるのは「人材活用」 

 

まず、企業の活動の中で生産性に対して一番影響が強い要素は、人材活用です。イギリスで行われた調査(※1) 

では、「競争戦略」「品質」「製造技術」「研究開発」「人的資源管理」という 5 つの経営活動の中で、労働生産

性と一人あたり最終利益の両方で、人的資源管理の影響力が最も強かったという結果が出ています。 

 

■高業績労働システム 

 

生産性を向上させる人材活用策にはいろいろなものがありますが、その中に「高業績労働システム（High 

Performance Working Practice）」というものがあります。 

これは、 

1. 従業員の知識・スキル・能力を向上させる施策の指標 

① 情報共有プログラムにアクセスできる従業員の割合 

② 職務分析の対象となっている従業員の割合 

③ 昇進はどの程度、外部からの採用ではなく、内部の人材で埋められているか 

④ 定期的な意見調査の対象となっている従業員の割合 

⑤ 職務充実プログラム、QC サークル、従業員参加プログラムの対象となる従業員の割合 

⑥ グループインセンティブ給与の対象となる従業員の割合 

⑦ 過去 12 か月間で実施された、一人あたり教育訓練時間 

⑧ 苦情申し立て制度が利用できる従業員の割合 

⑨ 採用試験を受けて入社した従業員の割合 

2. 従業員のモチベーションを向上させる施策 

① 評価を通じて賃金が決定される従業員の割合 

② 成果査定の対象となる従業員の割合 

③ 昇進に際して、年功ではなく評価が重視される程度 

④ 最も頻繁に採用が行われる 5 つのポジションに対して、平均何人の応募があったか 

という一連の人材活用策で構成されます。 

これらをすべて行わなければ効果がないというわけではなく、どれだけ徹底するかによって、業績に差が出

てきます。 
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■高業績労働システムの効果 

 

1995 年にアメリカで、従業員 100 人以上の 968 社を対象に行った研究(※2) によると、上位 16％に位置す

る企業（上位 16％以上のすべての企業ではなく、上から数えてちょうど 16％に位置する企業）は、全体の平

均に比べて、 

① 従業員の退職率は 1.3 低い、 

② 一人当たり売上高は 27,000 ドル（当時の為替レートで 280 万円）多い、 

③ 一人あたり利益は 19,000 ドル（同 190 万円）多い 

という結果が出ています。 

 

高業績労働システムを導入している会社はそうでない会社にくらべて、退職率、売上高、利益のすべてにお

いて高い成果を上げています。これには業種や戦略による違いはみられませんでした。(※3) 

やるべきことが多すぎて、気が遠くなるという方もおられるかもしれません。しかし、できることから手を

付けて行くだけでも、高い効果が得られるはずです。 

日本ではこのような調査の話を聞いたことがないので、推測する以外ありませんが、少なくとも中小企業で

は、おそらく相当数の企業が、上記の施策のうちひとつしか採用していないか、あるいはひとつも採用して

いない可能性があります。 

たとえば、上記の中で教育訓練時間だけは調査結果がありますが、日本企業の 7 割はまったく行っていませ

ん。ひとつ導入するだけでも、退職率、売上、利益の面で、同業他社に比べて相当良いパフォーマンスを享

受できるはずです。 

 

(※1) シェフィールド大学とロンドン・スクールオブエコノミクスが 1997 年に実施した調査。 

(※2) ハウスリッド研究 

(※3) 須田敏子『HRM マスターコース―人事スペシャリスト養成講座』（2005、慶応義塾大学出版会）に書かれている

内容を、平易な言葉で置き換えました。理論的に必ずしも厳密でない記述が含まれていることをお断りしておき

ます。 
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※以下の記事は、清話会『先見経済 WEB 版』所収『ニュース・事例から読む給料・人事』に掲載されたものです。 

 

【ニュース・事例から読む給料・人事】 

働き方改革時代の生産性向上策-(3)「シリコンバレー流目標達成術、ＯＫＲとは」 

 

グーグルやリンクトインなど、シリコンバレーの企業で使われているＯＫＲという目標達成術があります。

Objectives & Key Results の頭文字をとった言葉で、定性的な目標と、それに基づいて数値化された結果指標

を立てて、それに基づいて日々の活動を進めて行くことです。 

 

■目標は定性的なものをひとつ 

  

目標達成術と言えば、目標を数値化することや、複数の目標をバランス良く配置することが強調されますが、

ＯＫＲではあえて、定性的な目標を設定します。 

「○○地区の○○市場を勝ち取る」とか「○○地区の○○の使い方を変える」という具合です。 

また、目標はあれこれ立てるのではなく、一つに絞ります。 

 

■結果指標は数値化して３つ 

  

その代わり、目標が達成できたかどうかを測る結果指標を数値化します。これは通常３つに絞ります。ただ

しバランスト・スコアカード説のように、「財務の視点でひとつ、顧客の視点でひとつ、…」というように、

領域を限定しません。売上高、ＮＰＳ（顧客が自社の製品を家族や友人に勧めたいと答える割合）など、何

でも大丈夫です。 

  

従来の目標達成術が、特に長期の目標を重視していたというわけではありませんが、ＯＫＲでは、３か月程

度で結果が出る目標を選ぶことが強調されます。スピードが要求される、シリコンバレーならではの発想で

す。全社ＯＫＲを立てたら、各部門がそれに貢献できる部門ＯＫＲを立てます。部門ＯＫＲが決まったら、

それを受けて各社員が個人ＯＫＲを立てます。 

 

■月曜日はチェックイン・ミーティング 

  

ＯＫＲでは、毎週月曜日にチェックイン・ミーティングを行います。ビジネスユニット（部や課、チームな

ど）のメンバーが集まって、Key Results の進捗状況を発表し、今週の優先事項を確認します。 

  

こういうことがあるとメンバーは、目標達成に向けての様々な活動に締め切りがあることを意識します。 

 

■金曜日はウィン・セッション 

  

金曜日にはウィン・セッション（勝者の集会）を開きます。ここではその週の収穫を見せ合います。見せる

ためには何かを収穫しなければならず、収穫を意識することは自信につながります。 

 

■ＯＫＲの良さは手軽なこと 

 

ＯＫＲは既存の目標管理に比べて、特に目新しいことはないようにも感じられます。まず定性的な目標を立
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て、定量的な目標に展開する。達成までの道標を設定する。いずれも、すでにどこかで聞いた話のような気

がします。しかし目標管理よりは容易に手を付けられます。 

「財務」「顧客」「社内ビジネスプロセス」「学習と成長」の各視点で目標祖設定する。「全社目標に含まれて

いることは必ずどこかの部門が引き受け、部門目標に含まれていることは必ず誰か個人が引き受ける」とい

う「目標の連鎖」。目標管理シートを使う。面接で目標を決めるなどの、目標管理の原則的な事項は、やや壮

大だと思われる経営者の方もおられるかもしれません。 

ＯＫＲにももちろん、これらに類する原則はあります。しかし目標管理ほど厳格ではありません。必須の条

件は「３か月で追求すべき定性的な目標と３つの結果指標を立てる」ということだけです。目標管理の前段

階として、まずＯＫＲから始めてみるというのはいかがでしょうか。 
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