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──大手メーカー A 社中央研究所の事例──

本研究は，人事評価・処遇制度としての目標管理に対する従
業員の受容性に影響を与える制度運用のあり方を明らかにし，
制度運用と受容性の関係を公正性の観点から考察する．研究開
発組織を対象にした分析の結果，制度の枠組みを超えるものを
含めた制度運用の調整が従業員の分配的及び手続き的公正の認
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識に影響を与え，最終的に受容性を改善することが示された．
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Ⅰ ．はじめに

としての目標管理に焦点をしぼって成果主義の問
題を考えることとする．

この研究の目的は，人事評価・処遇制度として

成果主義については様々な問題が指摘されてき

の目標管理に対する従業員の受容性（正当なもの

たが，ここでは人事評価と処遇結果に対する従業

とみなし受け入れる度合い）と受容性に影響を与

員の受容性に焦点を当てる．受容性に注目する理

える制度運用のあり方との関係を公正性の観点か

由は，いかなる制度でも従業員が評価や処遇結果

ら考察することである．

を認めて受け入れない限り，制度を円滑に実施で

具体的な事例としては，大手メーカー A 社の

きないからである（Reinke, 2003）．

中央研究所を取り上げる．A 社中央研究所では

本研究は具体的に 3 つの狙いを持っている．第

目標管理導入後に評価・処遇をめぐり顕在化した

1 に，目標管理のあり方と受容性を分析するに当

研究者の不満に対し，制度運用における調整がな

たって，本社の人事部門によって作られた制度が

され研究者が評価・処遇を受け入れるようになっ

実際どのように運用されるのかを明らかにする．

た経緯があるので，同研究所の事例を分析対象と

制度運用に焦点を当てる理由は，制度の効果が制

して設定する．

度運用によって影響を受けると考えられるためで

ここで言う人事評価・処遇制度としての目標管

ある．

理とは，期首に設定した個人目標に照らして業績

第 2 に，分析する視点として公正性概念を用

を評価し，それを処遇に反映させる人事制度を指

い，特に手続き的公正だけでなく分配的公正にも

す．成果主義的人事制度を導入した企業の中で，

注目して，目標管理制度の実施現場における運用

目標管理制度を中心において評価結果を処遇に反

上の調整が従業員の受容性に与える影響のメカニ
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ズムを体系的に検討する．
第 3 に，研究開発組織を事例として取り上げ
る．研究開発組織における目標管理制度は技術変

ことから，成果主義に批判的な陣営からは年功的
な制度への回帰を主張する声さえあった（高橋，
2004）．

化の予測において不確実性が高いゆえに具体的な

成果主義をめぐる問題には上記の通り様々な側

目標設定が難しく実施が困難である（Keeleey,

面があるが，ここでは評価と処遇に対する従業員

1978；Randle, 1996）
．また，業務によって成果測

の受容性を取り上げてみたい．受容性とは，従業

定の容易性が異なる点も他の職務と比べて目標管

員が評価結果を正当なものとみなし受け入れる度

理制度の実施を難しくする要因である

合いを意味する（Reinke, 2003）．受容性に注目す

（Mohrman, Mohrman, and Worley, 1990）
．実 施

る理由は，いかなる制度でも従業員が評価や処遇

がより困難な事例を取り上げることで目標管理制

結果の正当性を認めて受け入れない限り，制度を

度に関する問題が鮮明に現れるだけでなく，どの

円滑に実施しその狙いを実現することができない

ような対応がとられたのかを見ることは他の組織

からである．

にとっても参考となるであろう．
分析により，A 社中央研究所では制度の枠組
みを超えるものを含めた制度運用の調整を通じて

この論文は成果主義をめぐる従業員の受容性を
分析するにあたり，現場レベルの制度運用と公正
性という 2 つの視点を取り入れる．

研究者の分配及び手続き的公正の認識に影響を与

第 1 に，現場レベルの制度運用についてであ

え，最終的に評価・処遇に対する研究者の受容性

る．成果主義をめぐる初期の研究は，成果主義的

を高めたことを明らかにする．

制度が機能するためには単に成果主義的制度を導

以下，第Ⅱ節で，成果主義を題材にした先行研

入するだけでは不十分であり，能力開発，苦情処

究を考察しながら研究の位置づけと分析の視点を

理，従業員の発言権を確保する補完的制度を同時

明らかにする．第Ⅲ節で，分析の題材と方法につ

に導入することが重要であると指摘した（玄田・

いて説明する．第Ⅳ節で，人事評価・処遇制度と

神林・篠崎，2001；守島，1999）．最近の研究で

しての目標管理と制度運用について記述を行う．

は，成果主義の問題に対する組織の対応として制

第Ⅴ節で，分析の視点となる公正性概念を当ては

度の改訂を論じた研究が見られる（樋口，2006；

めて制度運用の分析を行う．最後に，第Ⅵ節で研

佐藤・佐野，2005）．

究の含意について考察する．

これらの研究は，補完的制度の組み合わせや制
度の改訂などを通じて成果主義的制度が持つ本来

Ⅱ ．研究の位置づけと分析の視点

の効果が実現できると考えている．しかし，制度
が組織のメンバーに対し実際どのように適用され

成果主義について様々な問題が指摘されてき

るのかによって制度の狙いとは異なる結果がもた

た．例えば⑴仕事の面白さが金銭的な報酬によっ

ら さ れ る 可 能 性 が あ る．中 嶋（2004）と 高 橋

て打ち消されてしまう，⑵個人目標に集中して，

（2001）は制度の意図と違う結果が出る現象を取

組織の目標に対する意識が薄れる，⑶高い目標を

り上げ，実際の制度運用が持つ影響力について言

クリアすると組織からもっと高い目標を期待され

及した．但し，これらの研究では具体的な制度運

るために機会主義的に行動する，⑷目標以外の業

用の実態を描写するまでに至っていないので，本

務が軽視される，⑸同僚との間で競争意識が強す

研究では実施現場の制度運用に焦点を当てること

ぎて人間関係が悪化する，⑹短期的な成果に縛ら

にする．

れ，長期的な課題やキャリア形成がおろそかにな

第 2 に，公正性という視点を取り入れる．公正

る，⑺正確な評価がされないことに対して従業員

性とは，評価の適格性や適切性について受け手が

の不満が大きく受容度が低い，などが挙げられる

認識する程度を指す（Lind and Tyler, 1998）．公

（大橋，2004；林，2005）
．このような問題がある

正性に注目する理由は，従業員が評価結果を受容
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する上で公正性だけが唯一の前提条件ではないと

た意味で分配的公正を考えると，
「経時的に考え

しても，先行研究で評価の受容性を担保する重要

た自分との比較」（例えば，過去あるいは将来の

な概念として注目されたからである （Gabris

分配結果）という要因についても注目する必要が

and Ihrke, 2000）
．

ある．

1)

公正性概念は，分配的公正と手続き的公正に大

また，人はある結果が自分に相応しいかを，自

別される．分配的公正とは，自分が投入した努力

分が考えた成果の価値や成果に対する自己責任の

や資源などに対し最終的に受け取った報酬の総量

ような基準に照らして判断を下す．他の条件が同

について受け手が適格であると認識する程度であ

じであれば，低い評価に対する自己責任度合が低

り，手続き的公正とは，報酬を決めるために用い

いほど不満が大きくなる．このように分配的公正

られる手続きについて受け手が適格であると認識

を認識するとき「自分の内的な基準との比較」

する程度である（Folger and Konovsky, 1989）
．

（例えば，評価に対する責任度合あるいは成果の

1960 年代に分配的公正を中心になされた公正

価値判断から自分が受け取るべきと思う分配結

性研究は，1970 年代に入ってからは手続き的公

果）が分配的公正を認識する際に影響を与えると

正に注目してきた．しかし，手続き的公正の台頭

思われる（Sweeney, McFarlin, and Inderrieden,

が分配的公正の重要性を否定するものではない．

1990）．

分配的公正は手続き的公正が確保されれば従業員

第 2 に，手続き的公正の認識についてである．

にとって気にならない副次的な概念ではなく，手

従業員が手続き的公正を認識する際に用いる判断

続き的公正とともに注目すべき概念である

基準を考える上で利己主義モデル（self-interest

（Greenberg, 1990）
．

model）と集団価値モデル（group-value model）

日本の成果主義研究でも主に手続き的公正が注

が参考となる．まず，利己主義モデルの観点から

目された．成果主義の下では評価・処遇の格差が

いうと，人は自分に有利な評価結果を求めるため

広がりやすく従業員の不満が出やすい．こうした

「評価過程に従業員が関与できた感覚」を通じて

状況を和らげる手段として手続き的公正を追及す

公正性を感じる．従業員が評価過程に関与できれ

る必要があるという（開本，2005；守島，1997；

ば最終的な評価が従業員に有利になる可能性が高

1999）
．し か し，こ こ で は 上 記 の Greenberg

まるのである．具体的な例は，評価結果に対する

（1990）の指摘を踏まえ，分析の視点として手続

苦情処理などがある．一方，集団価値モデルで

き的公正とともに分配的公正にも目を向けて体系

は，集団成員であることに結び付いた価値観の効

的に制度運用との関係を考える．

果を強調する．人間は本質的に親和的生物である

制度運用と公正性概念との関係を明らかにする

ため「評価過程で従業員が集団成員として扱われ

に当たって，公正性が受け手の認識と関わる概念

た感覚」を通じて公正性を感じる．こうした組織

であるため，公正性が認識されるメカニズムにつ

との関係を作ることは将来利益を獲得する基礎と

いて先行研究を検討する必要がある．

なるため重要である．具体的な例は，敬意や丁重

第 1 に，分配的公正の認識についてである．分
配的公正の認識を左右する判断基準として主に注

な扱い，中立的な意思決定，評価に対する真剣な
態度などがある（三崎，2003）．

目されるのが，
「他人との比較」である．但し，
ここでいう他人とは単に自分以外の他人だけを指

Ⅲ ．研究の題材と方法

すのではない（Adams, 1965）
．人はよく状況を
判断するのに過去の経験を物差しとして利用す

研究の題材

る．現在の評価が過去より低く従業員が過去と現

目標管理導入後に評価・処遇をめぐる従業員の

在の努力がさほど違わないと判断した場合，現在

不満に対し，制度運用の調整を通じて評価・処遇

の評価が正当でないと思う可能性がある．こうし

が受け入れられるようになったことを分析するた
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めに，ここでは A 社の中央研究所を取り上げる．

所の内部資料に基づいている．インタービューは

この事例に注目する理由は，同研究所が歴史，規

A 社中央研究所の人事担当者及び実際に評価を

模，研究実績などにおいて日本を代表する存在で

担当した課長クラスの評価者 11 名を中心に計 15

あるからである．

回実施した．評価者には自分の部下である若手研

A 社は日本を代表する総合電機メーカーの 1

究員の評価について答えてもらった．インタービ

つであり，その事業拡大を支えきたのが中央研究

ューを行った評価者の所属は，大きく半導体，ス

所である．同研究所は A 社が所有する特許全体

トーレジ，医療装置，通信．ソフトウェア分野な

の 50％程度を出願しており，その役割の重要性

どである．

が理解できる．さらに 1960 年代の中央研究所ブ
ームが起きる前に設立された長い歴史に加え，研

Ⅳ ．ケースの記述

究所の規模や予算，特許出願数など様々な面にお
いて優れている．また，企業の研究所として博士
号を持つ研究者が国内でトップレベルにある ．
2)

制度の導入と組織内調整の経緯
本研究で焦点を当てる部分は人事評価・処遇制

人事評価・処遇制度としての目標管理制度は，

度としての目標管理であるが，制度の実施現場に

A 社が業績不振を改善しながら，旧制度の見直

おける調整は目標管理制度以外の評価要素と処遇

しを通じて職場を活性化する目的で 2004 年度か

にも関わっている．そのため，成果評価の手段で

ら全社的に導入したものである．中央研究所もこ

ある目標管理制度だけでなく，成果評価以外の評

れにともなって新しい制度を実施した．しかし，

価次元と処遇への反映まで含めて記述を行う．

中央研究所では評価・処遇をめぐり研究者の不満
が見られた．

A 社が 2004 年度に導入した新しい評価・処遇
制度の全体像は公開資料から図 1 のように描け

これに対して，中央研究所で独自に新しい制度

る．評価は，基本的に 3 つの評価次元⑴期首の目

をめぐる問題に制度運用の調整を通じて対応した

標がどれだけ達成されたかを測る成果評価，⑵目

結果，新しい評価・処遇制度の結果を研究者が受

標達成をする上で現れる従業員の行動を測る行動

け入れるようになった．例えば，2006 年度に実

評価，⑶従業員が持っている能力を測る能力評価

施された A 社の社内アンケート調査で「評価に

で構成されている3)．そして，これらの評価に基

対する従業員の納得度」を聞いた設問（そう思う

づいて処遇がなされる．処遇は賞与，昇給，昇格

＝5 点，そう思わない＝1 点）で中央研究所は他

からなっており，目標管理に基づく成果評価は賞

事業部門に比べて納得度が高くなっている．A

与，昇給，昇格に反映される．行動評価は昇給と

社中央研究所がどのようにして研究者の評価に対

昇格に反映され，能力評価は昇格だけに影響を与

する態度を改善したのかについて次節以降で明ら

える（図 1）．

かにしたい．

目標管理の基本的なプロセスは，目標設定は期
首に上司と部下が話し合いを通じて主要な 3 つの

研究のデザインと方法

目標と難易度設定を行い，期末に評価者とのやり

分析のデザインは制度導入直後の受容性が低い

取りを通じて「S」「H」「A」「B」「C」の 5 段階

時期と運用上の調整がなされ受容性が高まった時

で評価を決める．但し，直属の上司との評価面談

期 を 比 較 す る 構 造 と な っ て い る．制 度 導 入 後

が終わる時点で評価結果が決まるわけではない．

（2004 年度）と調整直後（2006 年度）を比較する

課長クラスの評価者による 1 次評価点について，

とで，制度導入後の制度運用の調整がどのような

他の評価者と研究部長が集まり 2 次評価を行

メカニズムで従業員の公正性認識に影響を与えた

う4)．

のかを検討する．
データは主にインタービューと A 社中央研究

行動評価は，潜在的能力より顕在的能力をベー
スに求められる行動を評価する．評価基準は 10
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図 1 新しい人事評価・処遇制度の全体像
能力評価

昇格

行動評価

昇給

成果評価
（目標管理）

賞与

注：点線の矢印は実線に比べ評価次元と処遇との関係が弱いことを表
す．

項目（①顧客満足，②信頼，③スピード，④チャ

というのは重要であった．

レンジ・改革，⑤組織ビジョン・事業戦略の明確

上記の問題が評価者や管理者に認識され，2005

化と徹底，⑥課題の完遂，⑦専門能力と知識，⑧

年度の上半期に中央研究所として対策を講じるべ

リーダシップ，⑨個の尊重，⑩人材の育成）から

く，人事担当者，部長クラス，課長クラスが中心

なっており，評価者が各項目評価のウェートを考

となった「処遇・評価制度検討部会」という対策

慮しながら全体の評価を「◎」
「○」
「△」の 3 段

委員会が設けられた．

階に決定する．
「◎」
「○」であれば昇給がある
が，昇給額は成果評価に影響を受ける．

2005 年 9 月の同委員会資料に新制度に対する
考え方が 2004 年当時と 2005 年で比較されてい

能力評価は職務遂行能力を評価する．評価基準

る．2004 年の所長のコメントでは，
ª賞与は業

は職能資格別に明記された 5 項目（①課題発見

績，成果で判断されることが基本で，自分は頑張

力，②企画立案力，③実行力，④技術・知識，⑤

ったが…というのはダメである．のように書か

指導力）からなっており，評価者が各項目評価の

れている．導入当初は目標管理を厳格に適用しよ

ウェートを考慮しながら全体の評価を「高く評

うとしていることが分かる．しかし，2005 年の

価」「普通」
「低く評価」の 3 段階に決定する．

同委員会の議論内容を見ると，ª中央研究所の役

「高い評価」をもらった人は昇格されるが，昇格

割は今のコア事業を支える役割に加え将来の事業

するには目安として成果評価で「S」か「H」
，行

の柱を生み出すということであるが，人事評価の

動評価で「◎」を取り昇格候補者になるという前

傾向はともすると今の話に評価が偏りがちであ

提条件がある．

るという懸念が中央研究所の上層部からも指摘

年功的制度の弱点を是正する狙いを持って導入

され始めた．

された人事評価・処遇制度としての目標管理はい

同委員会では 9 回の議論を経て 2005 年 9 月に

くつかの問題が指摘された．中でも明確な目標を

研究の基礎から製品開発に至るまでの各段階にお

設定しなくてはならないことから，成果が出る確

いて評価すべき成果の性格が異なることを評価者

率の低い研究や成果が出るまで長時間を要する研

に認識させるべく研究のライフサイクルという指

究が高い評価を得にくくなることが指摘された．

針を提示した．内部資料を筆者がまとめた，研究

そしてこの種の研究を担当する研究者から不満が

のライフサイクルの具体的なイメージは図 2 に示

出ることとなった．

されている．そして評価と処遇の運用は現場の評

A 社の中長期的な発展を担う中央研究所にと

価者に任せることになり，実施現場の評価・処遇

っては，長期の努力を要し成功の確率が低い研究

制度の運用は大きく変わったのである．実際，対

が重要な柱であるにもかかわらず，そうした研究

策会議の資料には制度運用の権限移譲について

を担当する研究者の評価・処遇に問題が発生する

ª研究活動のライフサイクルをベースに⒜成果と
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図 2 研究のライフサイクル
研究段階

アイデア

芽の研究

研究所主体
の技術開発

事業部も含む
要素技術開発

商品開発

評価時点
①

②

③

④

⑤

⑥

①新しい問題や課題を発見した（研究テーマの提案）
②問題に対する解決方法を見つけた（アイデア特許，試作提案）
評価すべき
成果

③技術的ブレークスルーを発見した（論文，学会賞）
④技術開発が完了した（試作の完了）
⑤事業化への技術移転が終了し，事業化のメドが立った
⑥商品化が終わり，売上げにも貢献した

して認めるべき項目・事柄，⒝評価するタイミン

まま運用すると将来的に成果の出にくい研究テー

グ，⒞どのような評価ツールで評価するか，⒟職

マの研究者が処遇全体において不利になる恐れが

位と期待する行動・成果のウェートなどにつき，

あった6)．研究業務は仕事のスパンが長く一度基

評価者が自立的に判断できることを志向すると

礎的な研究に取り組むと成果が出る確率が低い状

記されている．

況で 2 年以上研究を続けることも少なくない．こ

こうした評価の考え方に従って制度運用がなさ

うした状況で成果が出ないからといって昇給と昇

れた結果，被評価者の評価に対する反応に変化が

格を規定してしまうのは合理的な判断でないとい

現れた．人事担当者によるとª目標管理が導入さ

う問題意識が評価者にあった．ª目標管理システ

れて短期的な成果が求められやすくなったので

ムの中で行動と能力を重視して評価できるように

は，研究活動が正しく評価されないのではないか

気をつけています．行動と能力には昇進や社内の

という声が多かったのですが，研究のライフサイ

認知度などが関わっているので，成果の大きさで

クルを念頭において評価するよう評価する側に積

処遇全体を気にする必要はないです7)．

極的に言いましたし，評価される側に対しても説

第 2 に，正式な処遇以外に表彰を補完的に与え

明会を開きました．現在 1 年ほど経ちますが，評

る方法である．ここで言う表彰とは 2003 年に導

価に対する不満の声はだいぶ聞かなくなりました

入されたスポット・アワード（spot award）とい

ね という．

う制度で，月 1 回のペースで評価者が自らの判断

5)

で上層部に推薦して認められたときに研究者に賞
制度実施現場における調整

金と賞状が与えられる．同表彰は主に研究成果よ

現場レベルにおいて多様な調整がなされたが，

りは研究所を良くするとか研究をサポートするよ

大きく分類すると処遇のあり方における調整と評

うな活動を奨励するものである．例えば，半導体

価過程における調整に分けることができる．

分野でクリーンルームを効果的に管理するための
仕組みを考案したとか，個人が開発した情報技術

①処遇のあり方における調整

を利用して社内のネットワークシステムを改善し

処遇のあり方における調整は，⑴成果評価が処

て組織に便益を与えたときに表彰がなされる．そ

遇に及ぼす影響を抑制すること，⑵表彰制度を補

のため表彰対象となる活動は人事評価と処遇の枠

足的な処遇として活用することからなっており，

組みに含まれない．

処遇の結果に直接働きかける．

ただ，評価者からみて研究活動を熱心にやった

第 1 に，成果評価が賞与以外の処遇（昇給と昇

にもかかわらず，成果評価において不利な評価点

格）に与える影響を断ち切り，賞与に強く反映さ

しかもらえない研究者に対して，少しでも処遇に

れるようにした．図 1 で示したように制度をその

関する不足分を補塡するような役割を果たしてい
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る．同制度の使い方についてある評価者は次のよ

な情報提供を行うこと，⑷研究テーマの配分を調

うに述べた．
ª年末表彰は成果にリンクするケー

整すること，⑸目標設定及び目標間の優先順位を

スが多いが，スポット・アワードのようなものは

弾力的に事後調整することからなる．

うまくアピールすれば，割と（研究活動の）プロ

第 1 に，経過観察における密なコミュニケーシ

セス的なものも表彰できる．
（スポット・アワー

ョンである．年功的な制度の下では，評価者（課

ドは）所内で作った表彰システムで，承認される

長クラス）の下にいるチームリーダ（主任クラ

確率が大きいのでプロセス的な側面を評価すると

ス）を通じて間接的に経過観察が行われたので，

き使うようにしている8)．
さらに対策委員会の

制度導入直後も実行プロセスの綿密な観察は行わ

記録にもª6 月・12 月の成果評価にばかり目が行

れなかった．だが，調整がなされてからは評価者

くが，タイムリーに評価するためにスポット・ア

が研究者と積極的にコミュニケーションをとるよ

ワードを活用するなどそのつど適切な評価・処遇

うになった．

をすることでモチベーションを高めるべきと明

コミュニケーションは基本的に「週報」と呼ば
れる報告を通じて行われる．文章形式の報告もあ

文化されている．
処遇のあり方における以上の調整をまとめると

れば，口頭の報告もある．呼び方通り 1 週間に 1

図 3 のようになる．この図は 2004 年新しい人事

回行い，評価者から報告について質問があるとき

評価・処遇制度の導入直後（左）と運用上の調整

にコミュニケーションをとる．

がなされた時期（右）を比較している．第 1 の調

コミュニケーションは主に研究開発マネジメン

整は目標管理に直接働きかけるので成果評価を調

トのためになされる．但し，こうした目的だけな

整する効果があり最終的に処遇に反映される．一

らチームリーダを通じて情報を収集できる部分が

方，第 2 の調整は研究者の行動を主に考慮するの

ある．コミュニケーションをとるのは，研究の進

で行動評価が表彰に反映される．

捗管理だけでなく評価者が研究者の働きぶりをよ
り正確に観察して評価に反映するためである9)．
第 2 に，成果評価を決める際に外部の視点を取

②評価過程における調整

評価過程における調整は，⑴経過観察において

り入れることである．具体的に説明すると，評価

評価者が部下である研究者と密なコミュニケーシ

者以外の客観的意見を参照することである．この

ョンを取ること，⑵成果評価を決める際に外部の

調整は目標の中に学会発表や論文投稿における

視点を取り入れること，⑶結果通知において詳細

「審査過程の通過」という目標を設定して審査結

図 3 処遇のあり方における調整
能力
評価

昇格

能力評価

昇格

行動
評価

昇給

行動評価

昇給

成果
評価

賞与

成果評価

賞与

⑴昇給・昇格に対する影響
の制限
⑵表彰の
補完的利用

新しい人事評価・
処遇制度の導入直後

処遇のあり方
における調整実施後
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果や関連したコメントを評価に反映させるやり方

てからは，テーマ間移動の自由裁量がなくなり上

である．この調整は研究職ならではの方法と言え

司から配分される研究テーマに大きく依存するよ

る．

うになったからである．

第 3 に，結果通知において結果だけでなく詳細

第 5 に，目標設定及び目標間の優先順位を弾力

な情報提供を心掛け，特定の評価結果が決まった

的に事後調整することである．新しい研究テーマ

経緯や理由を論理的に説明するようになった．そ

の設定のように適正の目標レベルが分かりにくい

もそも，年功的な制度の下では人事評価に関する

ときは，形式上の目標が達成されない場合でも期

説明は評価者から研究者に一切与えられなかっ

首の目標水準が高すぎたという判断が下されるよ

た．成果主義的制度の導入後は情報が必要になっ

うになった．また，最初に重要度を高く設定した

たにもかかわらず，導入初期にはまだ評価者の説

目標の順番を下げて別の目標の価値を高く見積も

明責任がきちんと果たされていなかった．

ることで成果評価を低過ぎないように調整を行っ

対策会議の記録の中に，新たに必要な評価者の

た．基礎的な研究における評価の状況は次のよう

態度としてª評価者自身が，一人ひとりの評価内

な評価者の発言から推測できる．
ª基礎研究のよ

容について自信と責任を持つことという指摘が

うに全然見通しが立っていない状況では，とにか

あるように，調整後は情報を詳しく提供するよう

く目標を立てて，実際やってみてから目標の難易

になった．そして，これは印象管理の領域に入る

度や研究者の頑張りを判断することが多いで

かもしれないが，研究者の性格が「叱咤して頑張

す11)．

るタイプなのか」
「うまくサポートして力を発揮
するタイプなのか」などを事前に考慮した上で情

Ⅴ ．事例の分析

報を伝える努力を行っている．
第 4 に，成果の出にくい研究テーマが特定の人

ここでは A 社中央研究所でなされた調整が，

に偏らないように調整を行う方法である．この調

第Ⅱ節で示した公正性認識の判断基準（分配的公

整が可能になるのは，研究業務が基礎的な研究か

正が 3 つと手続き的公正が 2 つ）とどのような関

ら事業化するまで連続する特徴を持つからであ

係を持つのかに焦点を当てた分析を行う．

る．図 2 で示した研究のライフサイクルでいう

図 4 は分析の全体像を表したものである．目標

と，商品開発が終わればアイデアや芽の研究に当

管理制度による評価・処遇の結果に対する研究者

たるテーマを担当し事業にまで結び付けていくイ

の受容性が低いという問題に対する運用上の調整

メージである．評価者は次のように状況を説明し

が，左上の「処遇のあり方の調整」と左下の「評

た．
ªある程度（研究が）まとまると仕事がなく

価過程の調整」でなされ，右上の「分配的公正の

なります．製品になって（研究が）一段落するタ

判断基準」と右下の「手続き的公正の判断基準」

イミングでローテーションすることが基本かなと

に影響を与えた．その結果，公正性認識が高まり

思います．事業に近い研究が終わったら 3-4 年先

最終的に研究者の受容が高まったと思われる．

の研究に戻って頑張ってもらう．事業に近い仕事
を経験したからこそ次の研究テーマが見えやすく
なる部分があります ．

10)

処遇のあり方における調整と分配的公正の認識
以上の調整を行ったことで中央研究所の研究者

この調整の有効性は，A 社中央研究所におけ

は評価・処遇に対する受容性を高めていった．そ

る過去のテーマ配分慣行と関わっている．という

こにはどのようなメカニズムがあったのだろう

のも目標管理制度を導入する前は，研究チームと

か．以下分析を通じてそのメカニズムを検討す

いう括りは緩やかなもので研究者は個人的に興味

る．

を引くテーマがあれば別のチームに参加できる自

前節で述べた処遇のあり方における 2 つの調整

由裁量を持っていたが，目標管理制度が導入され

は，分配的公正認識の判断基準，⑴他者との比
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図 4 分析の全体像
処遇のあり方の調整

成果評価の昇給・
昇格への影響制限

分配的公正の判断基準

自分がもらうべきと
思う報酬
比較他者の報酬

表彰の補完的利用
人事評価−
処遇制度と
しての
目標管理

将来の報酬に対する
期待
研究者
による

評価過程の調整

経過観察時の密な
コミュニケーション
成果評価における外
部視点の導入
結果通知における詳
細な情報提供
研究テーマ配分調整

手続き的公正の判断基準

評価・処遇
受容

評価過程に対する研
究者の関与

評価過程で集団成員
として扱われた感覚
形成

目標の弾力的な事後
調整

較，⑵自己の内的な基準との比較，⑶自己の経時

ないときに当期の成果を用いて次期の市場賃金を

的基準との比較を通じて，分配的公正の認識を改

決定しようとする．これが当期における個人のイ

善したと考えられる．

ンセンティブとなる．言いかえれば，個人能力が

第 1 の調整は成果評価が昇給・昇格に及ぼす影

知られていない若い時期には現在の評価が将来の

響を抑制することであった．これは⑴他者との比

報酬を決める可能性が高いので昇格のインセンテ

較と⑵自己の内的な基準との比較の基準に加え，

ィブ効果が大きい．従って，若手研究者は成果が

⑶経時的判断基準の中で将来の期待を通じて分配

小さく賞与が少なくなっても能力に応じて昇格で

的公正の認識に影響を与える．研究テーマ特有の

きるのであれば，賞与に対する不満を和らげるこ

性質により成果が出ないとき成果評価を昇給・昇

とができる．

格に多く反映すると研究者は自分のコントロール

ただ，昇格が報酬として知覚されるには若手研

できない要因により処遇全体が左右されたという

究者が昇格基準と昇格との関係性を理解し，自分

感覚を持つであろう．さらに，成果の現れる確率

にどれだけ昇格可能性があるかを知っておく必要

が高い研究と比べて自分の昇給・昇格が低くなっ

がある．その意味において研究所ではⅣ節で既述

ていると感じるはずである．従って，この調整を

したように昇格に必要な能力基準が公開されてい

通じて処遇における格差が縮まる効果がある．

るだけでなく，上司との評価面談で自分の評価結

特に⑶将来の期待という基準は昇格と関わって

果と能力開発の方向性に関する情報が伝えられ

おり，被評価者が若手研究者であるからこそ効果

る．研究所内における昇格の現状を見ても昇格は

を発揮すると思われる．というのも昇格は持続的

製品関連の成果より基本的な研究能力と密接に関

な賃金の上昇に加え仕事の権限を与えるため，若

係する．例えば，次のような発言があった．ªど

手にとっては賞与という一時的報酬より価値が大

んどん昇進していく人はやっぱり学会発表や投稿

き い か ら で あ る．Holmström（1999）が 提 示 し

をしていく人が多いし，上を目指す人ならこれら

たキャリア・コンサーン（career concern）モデ

の活動を意識していると思います12)．

ルによると，企業は個人の能力がまだ知られてい

第 2 の調整はスポット・アワードを補足的な処
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遇制度として活用することであった．同制度が分

多くの企業は 2 つの活動の中で「活用」に集中

配的公正の認識につながるメカニズムは．第 1 の

しがちである．というのも，既存の知識を利用す

調整と同様，個人内及び個人間格差が抑制される

ることは新しい知識の発見に比べて結果が出るま

ことである．同制度が機能する理由は，金銭的な

での時間が比較的に短いし，成否に関する不確実

報酬が与えられることに加え．表彰そのものもが

性も低い．組織の資源配分担当者なら自分の成果

報酬として認識されるからである．処遇には仕事

やキャリアなどを気にして成功を予測しやすい選

や地位など非金銭的なものも含まれている

択 肢 を 取 る の で あ る（Christensen and Bower,

（Adams, 1965）
．とりわけ，研究者は仕事に対す

1996）．こうした偏りの問題を防ぐために「探索」

るコミットメントや研究者としてのプライドが強

と「活用」を組織的に分離することも考えられて

いがゆえにこの調整が有効であると思われる．表

きた．だが，そうすれば事業に結びつかない知識

彰の効果についてある評価者は次のように述べ

が量産されたり，せっかくの革新的な知識が事業

た．
ª会社に入ると賞状はなかなかもらわないん

化に利用されなかったりすることが起きる（大

じゃないですか．人それぞれですが，喜んで机に

湾，2006）．よって，2 つの活動を分離すること

張っておく人もいますね．だからそういうのがモ

は避けるべきである．

チベーションになるのではないかな13)．


2 つの活動が共存せざるを得ない状況におい

以上述べた 2 つのやり方は，成果の出やすい研

て，目標管理制度は短期的な成果を強調しやすく

究との処遇格差を完全に埋め合わせる方法ではな

結果的に「活用」を一層強化し，「探索」を弱め

い．処遇における格差を可能な範囲で縮め，残り

る恐れがある．そのため両者がバランスを保つよ

の不足分を非金銭的処遇や将来に対する期待など

うにするには目標管理制度による評価と処遇への

を用いて格差を感じにくいよう調整している．

影響を元来の設計より弱める必要があり，A 社

こうした調整は従業員間に格差をつけるという
目標管理制度の狙いに反するように見えるが，格

中央研究所の評価者もこうした論理に従ったと思
われる．

差を縮めるという興味深い動きは A 社の中央研
究所のような状況であれば常に起こりうるのだろ

評価過程における調整と手続き的公正の認識

うか．この問題を考える際に March（1991）の

評価過程における 5 つの調整は手続き的公正の

類型化した「探索（exploration）
」と「活用（ex-

認識の判断基準，⑴評価のプロセスに対する従業

ploitation）
」という組織学習の概念が参考とな

員の関与，⑵評価者とのやり取りから集団成員と

る．
「探索」とは全く新しい知識や発想を生み出

して扱われた感覚を通じて手続き的公正の認識を

すための学習活動であり，
「活用」とは既存の知

改善したと思われる．

識や知識間の連携を通じて改善を生み出すための

第 1 の調整は経過観察において評価者が研究者

学習活動である．中央研究所は科学的知見を見つ

と密なコミュニケーションを取ることであった．

けるだけでなく，その知見を製品やサービスにつ

経過観察は評価者が一方的に意見を言ったり単に

なげる役割を担う．この性質の異なる 2 つの活動

情報を吸い上げたりするために存在するのではな

がそれぞれ「探索」と「活用」に当たるのであ

い．研究者側からすれば研究に関連した具体的な

る．

情報を伝えることで評価プロセスに関与できるの

そもそもこの 2 つの活動は相いれない性格を持
っている．「活用」が進むほど組織内の知識はメ

で，評価者の理解が進み正しい評価がもたらされ
ると思う可能性が高まる．

ンバー間に共有され知識活用の効率が上がるが，

第 2 の調整は成果評価を決める際に外部の視点

新しい知識に対して反応が鈍くなる．一方，
「探

を取り入れることであった．第 1 の調整同様，こ

索」が進行すると「活用」がおろそかになって新

の方法も従業員の評価過程に対する関与という基

しい知識や発見が生かされないことが多くなる．

準を通じて手続き的公正の認識に影響を与えると

人事評価・処遇制度としての目標管理の運用と従業員の受容性
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思われる．新しい評価・処遇制度が導入された直
後は設定した目標にこだわり外部視点に対する意

Ⅵ ．結論と課題

識が弱かった．だが，研究開発の成果は評価者一
人で判断にくいこともあるので，一律的に期首の

評価・処遇に対する研究者の不満という問題に

目標に照らして成果を判断すると誤った判断にな

対する運用上の調整が，分配的公正の判断基準と

りかねない．この際に，評価者の判断に加えて専

手続き的公正の判断基準に影響を与えた結果，研

門家集団の意見を取り入れるのは評価者一人で判

究者の受容性が高まったことが分かった．

断するより正しい評価をもたらす．
第 3 の調整は結果通知において詳細な情報提供
を行うことであった．成果により処遇が変動する

以上の分析結果は，成果主義をめぐる既存の研
究に対して次のようなインプリケーションを持
つ．

状況で研究者は自分の評価・処遇が決まった経緯

第 1 に，分析を通じて，人事制度実施において

を気にする．この状況で評価者が評価プロセスに

現場レベルの制度運用が重要な意味を持つことが

ついて丁寧な説明をすると，研究者は組織メンバ

示された．本社の人事部門で策定された制度のレ

ーとして扱われたと感じる．具体的かつ論理的な

ベルで公正性をうまく確保するのが難しかったた

証拠に基づく説明により上司の評価姿勢と評価過

め，制度の実施権限を人事部門から実施現場へ多

程に対する信頼が高まることで手続き的公正が改

く移譲し，現場の運用が機能するよう制度に柔軟

善されたと認識すると思われる．

性を持たせた．評価者は現場の状況を細かく把握

第 4 の調整は研究テーマの配分を調整すること

しており，公正性確保のために微調整を行うこと

であった．この調整も第 3 の調整同様，組織メン

ができるので制度運用の権限を委譲し柔軟性を持

バーとして扱われた感覚に関わっている．成果が

たせる方法が有効であったと思われる．

出る確率の異なる研究テーマをバランスよく配分

現場への権限移譲の状況は前述した評価者個人

するのは，研究者が成果を出して良い評価を得る

レベルだけでなく，集団レベルにおいても確認で

チャンスを組織メンバーに平等に与える調整であ

きる．権限移譲の結果，通常正規分布の形に近い

る．研究者は平等なチャンスを与えられたことか

成果評価分布を評価者が柔軟に調整している状況

ら組織の一員として研究に従事できたという感覚

がインタービューで確認された．
ª部のレベルで

を経験するであろう．

調整をするときは，部によってはみんな A とか

第 5 の調整は目標設定及び目標間の優先順位を

のケースもあります．評価者と部長のメリハリ

弾力的に事後調整することであった．この調整も

（の付け方）ですが，
（メンバー全員が）頑張って

また，組織メンバーとして扱われた感覚に関わっ

いるからある程度の点をつけようなどの話になり

ている．もし，成果が出にくい研究テーマをその

ま す．（こう し た調 整は）評 価 者 の ス キルで す

まま目標に照らして低く評価したとしよう．そう

ね15)．

すると，研究者は自分には制御できない要因が関

第 2 に，成果主義的な評価・処遇の受容におい

わっているために不公平感を抱くであろう．この

て分配的公正も重要な役割を果たしていると思わ

とき事後調整を通じて成果評価を極端に低くしな

れる．先行研究では最近まで評価の公正性を確保

いやり方は，研究所として長期的な研究を重視

する上で主に手続き的公正が重視された．だが，

し，そうした研究を担当する研究者を大切にして

評価者が表彰などのように評価・処遇制度の枠を

いる表れである．こうした状況のなかでは研究者

こえたユニークな手段まで適用し分配的公正認識

が評価過程において正当な扱いを受けたと感じる

に働きかけて従業員が評価・処遇の結果を受け入

可能性は高くなると思われる14)．

れるようにしていることが事例分析を通じて確認
された．評価者は研究者の仕事状況を細かく把握
して分配の観点から研究者の評価・処遇を改善す

94

組織科学

Vol. 44 No. 4

る必要性を感じるときがあり，分配的公正の認識
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注
1)

バランスをとるための調整がなされたのである．
以上研究の意味について論じたが，研究には課
題が残る．ここで 3 つを取り上げる．
まず，第 1 のインプリケーションと関連した課
題である．制度の実施権限を現場に多く移譲する
ことの重要性について論じたが，状況にかかわら

（Hedge and Teachout, 2000）．
2)

社中央研究所は本社から地理的かつ経営的に距離

整が可能になるための人事部門と現場部門の関係
とやり取りにも注目した研究が求められる．
次は第 3 のインプリケーションと関連したもの

基本は 3 つだが，これに加えて成果評価と行動評価をあわ
せて決定する，⑷行動・成果評価がある．説明を簡潔にす
るため以下の記述では⑷を省くことにする．

4)

調整会議では主に，評価者自身が行った評価のバランスだ
けでなく直属の部下以外についても評価が適切か否かを相
互に議論する．

5)

2006 年 10 月 27 日，人事部門の主任とのインタービュー．

6)

A 社の制度上，成果評価の部分を昇給と昇格にどれほどの
比率で反映するかについて明示的なルールがなかったの

があり，専門的知識を扱うことが権限委譲を可能
にした要因かも知れない．従って，実施現場の調

2006 年時点で約 700 名の研究者を抱えており，そのうち 3
割程度が博士号を持っている．

3)

ず権限移譲が可能なわけではない．組織によって
は権限委譲がうまくいかないこともありうる．A

公正性の他に受容性に影響を与えうる要因として，上司
（評 価 者）に 対 す る 信 頼 や 職 務 満 足 な ど が 指 摘 さ れ た

で，評価者が成果評価の昇給と昇格に対する影響を調整で
きたと思われる．
7)

2006 年 1 月 17 日，人事部門の主任とのインタービュー．

8)

2007 年 8 月 31 日，医療システム分野の主任研究員とのイ
ンタービュー．

9） 研究者の観察の必要性を強めた背景要因として，研究開発
体制の変化による研究規模の小型化が挙げられる．2003

である．分配的公正の認識を高めようとする調整

年度から本社の研究資金が廃止され事業部主導の資金配分

は，従業員間に格差をつけるという成果主義の狙

体制となったことで，研究費算定方式が大きく変わった．
研究テーマごとに人数と所要時間で細かく研究費を策定す

いを達成できない可能性がある．こうした調整が

るようになり，研究テーマの規模が小さくなった．極端な

成果主義の当初の狙いと合致しているか，また組

場合 1 人が担当する研究や 1 人が複数のテーマを受け持つ

織にどのようなインパクトを与えるかについて議

ケースさえ現れた．このような状況ではチームリーダが働

論できなかった．但し，この調整が成果主義的色

きぶりを観察することが難しいので評価者の観察とコミュ

彩を完全に消したわけではない．インタービュー
で確認する限り，極端な短期志向は避けながらも
成果を重視する土壌ができつつあるという．公正
性の確保と成果を重視することの関係についてよ
り深い分析が期待される．
最後に，単一事例に基づいて目標管理の問題と
組織の対応を考察したが，他の研究開発組織に加
え一般的なホワイトカラー組織に関する研究も求
められる．

ニケーションが重要になる．
10)

2007 年 9 月 6 日，無線システム分野の主任研究員とのイ
ンタービュー．

11)

2007 年 9 月 5 日，半導体分野の部長代行とのインタービ
ュー．

12)

2006 年 11 月 21 日，研究企画部門の課長クラス研究部門
出身者とのインタービュー．

13)

2007 年 8 月 31 日，情報システム部門の主任研究員とのイ
ンタービュー．

14)

評価者から見て研究者は十分努力したにもかかわらず，目
標の難しさゆえに目標が達成できなかったときに限る．ま
た，評価を低すぎないようにする調整はセーフガードのた
めのものであって，高い評価を担保するものではない．明

人事評価・処遇制度としての目標管理の運用と従業員の受容性
確な成果がないので高い評価をつけるには限界がある．
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15) 2007 年 9 月 5 日，半導体分野の部長代行とのインタービ
ュー．
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