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経済論叢(京都大学)第 178巻第 3号， 2006年 9丹

人 事評価の公平感

参鍋篤司

I はじめに

1990年代以降，成果主義賃金制度を導入する企業の数は，増加の一途をた

どっている O しかし，その制度はうまく運用されないことが多く，運用方法の

改善を迫られるケースが後を絶たなし、。では，従業員はそもそもそうした賃金

制度の導入を望んでいないのだろうか? こうした変化は，賃金原資総額の減

額をもくろむ経営側が一方的に押し付けたものなのだろうか?

国民生活選好度調査(平成十一年度)によれば，約四割の人が能力主義的な

賃金制度に賛成している O さらに，個人の選択や努力の違いによる所得等の格

差は当然である，と考える人は七割に及んでいる O こうした数字と，成果主義

賃金制度の運用がうまくし、かない，とされることの間には，どのような事情が

あるのだろうか。その主要な原因の一つには，人事評価の公平感を保つことの

難しさが存在していると考えられる O

個人の仕事にたいする評価を，全て客観的な指標によって評価することは難

しい。従って，上司を中心とする主観的な評価が評価の中心とならざるを得な

くなる O しかし，そのような主観的な評価が，誰にも納得できる形で行われる

ことは難しし、。このような事情により，人事評価をいかにしてうまく行ってい

くのか，ということが重要な人事管理上の関心事となっているのだと考えられ

るO 本稿の主要な目的の一つは，人事評価に対する公平性を如何に確保するか，

といった問題を検討することである O

その一方で，企業の最終的な目標は利益を高めること，言い換えれば，労働
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第 1図

者の努力水準を高め，離職率を抑え熟練した労働者を確保することにあるのだ

とすれば，評価の公平感がこれらの指標にたし、してどのような影響を及ぼすの

かについて検討されねばならないだろう O 従って，本稿での分析の自的は，第

l図において表現される影響関係について考察することにあり，計量分析にお

ける因果関係もこの図の想定に依存している。

本稿では，上記のような事情を踏まえ，①人事評価に対する公平感がどの

ような要因により決まっているか，②そして，その公平感が，転職希望度及

び努力水準に対して影響を及ぼすのか，という二点を中心に，社団法人 国際

経済労働研究所が実施しているアンケート調査 (ONION調査)の個粟ク口ス

セクションデータを用いて，実証的に検討する O

本稿の以下での構成は，次のようになっている O

次節では，人事評価の公平感を説明する，諸要素について言及する O 特に，

成果主義賃金制度導入の程度を表す代理指標としての， I企業内賃金分散

(Intra -Firm Wage Difference，以下 IFWD)Jについて説明する O 本稿で用い

られるデータについての説明を行った後に，実証分析の結果について検討する O

第E節では，転職希望度，及び努力水準について説明を加える O そして，分

析結果について考察する O 第百節では，結論を述べる O
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n 人事評価の公平性

1 過程iこ対する公平性

組織における公平性は，まず第一に，その過桂に対する公平性，第二に，結

果に関する公平性とに大別することができる (Greenberg[1993J) 0 

第一の，過程に関する公平性は，言い換えると， (人事考課における)評価

手続きの公平性に関する議論であるといえる O 高橋 [2001J によれば，評価が

公正であるためには以下の三つの要件を満たしていなければならならない。第

一に，情報公開の必要性，第二に評価の正確性，第三に評価の一貫性である O

これらの要因は，そもそも何のために，人事考課を行うのか，という問いを

発することにより，その意義が有機的に理解される O 守島 [2004J によれば，

その基本的な目的は，第一にそれを通じて，従業員に企業の戦略，経営方針を

伝達する事が出来る，というポイントにある O もし，このような伝達がうまく

いっていれば， r評価の一貫性Jを確保することができるだろう O 即ち，どの

ような貢献が評価されるのかが明らかとなるためである O また， r評価の正確

性Jにも貢献するであろう O つまり，どのようなポイントを重視して評価を行

えばよいのか，ということが従業員にとって共通に理解されている状況では，

それが良く理解されていない状況と較べ，評価するという行為自体がより容易

に為されうるだろうからである O

以上述べたことを，命題の形で再述するならば，以下のようになろう:

Proposition 1: r企業経営方針を良く知っている従業員ほど，より評価を公

平と感じる」

次に，情報公開の必要性に関してである O 公正な評価を行うためには，評価

どだけでなく，結果についてもフィードパックすることの必要性が指

摘される O

、換えれば，評価の結果について知ることができるのみならず，評価者と
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被評価者との間に，密なコミュニーケーションが取れていなければならない

(フィードパックがなければならない)， ということがし、えるだろう O 即ち:

Proposition 2: r人事評価の結果について詳細に知ることができるほど，公

平感を感じるj

Proposition 3: r人事評価の結果について評価者に対して意見を表明するこ

とができるほど，公平感を感じるJ

また， は，人事評価を行う 目的は，それを通じて，従

の成長を促進出来ることにある，としている O 従って，企業が要求する能

力の水準，あるいは能力伸長の方向性を達成するための O]T的機会，および

教育機会が充実していると従業員が感じていれば，評価に対する納得度も

るであろう:

Proposition 4: r職場で提供される教育，訓練制度に満足している程，公平

感は高まるJ

2 結果lこ対する公平性

結果に対する公平性とは即ち，賃金の分配(賃金の分布)に対する公平感を

指す。評価する過程がいくら公平であると感じられても，その結果実現した賃

金の分配について，あまりにも従業員間で大きな格差がついたり，あるいは逆

にあまりに小さい差しかついていなければ，公平感が損なわれる恐れがある。

最初に述べたように，努力・能力の格差によって生じる，賃金格差を容認する

人は日本でも多し、。いままで，それが(短期的には)明らかにされてこなかっ

たならば，実際に賃金の格差が顕れるようになることで，公平!惑を感じるよう

になる人が増えることになるだろう O

また，成果主義賃金を導入する際には，それと補完的な施策が欠かせないこ

とが知られている O 開ち，訓練の機会を提供する(玄田・神林・篠崎 [2001J)， 
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仕事を進めていく上での自立性を高める(大竹・唐渡 [2003])などである。

その他にも，説明変数として明示できないが，様々な評価上の，よりいっそう

の工夫が必要とされるであろう。そのような効果も公平感を高める事に貢献す

るであろう O 以上のことをまとめると:

Proposition 5: r企業内賃金格差が高まれば，公平感は増すJ

ここで，企業内賃金格差について，その具体的な計算方法について説明する口

本稿で用いるデータは 1990年から現在に至るまで社団法人国際経済労働研

究所が行なっている「労働組合員総合意識調査 (ONION調査)Jに参加した

日本全国の大手上場金業のものである O その結果，約 6万人の組合員のデータ

が得られた。調査票は各労働組合を通して配布・回収された。また，本社のみ

ならず各支社・工場の組合員のデータも収集されている O なお，全組合員を調

査対象にした組合もあるが 無作為標本抽出によって一部の組合員のみが調査

対象になった組合もある O 質問項目は，性別，年齢，勤続年数，学躍などと

いった人的資本に関する基本的な項自のほか多岐にわたっている O

この企業内賃金格差についての指標は，基本的に Winter-Ebmerand 

Zweimuller [1999]， Lallemand et al. [2004]で用いられたものと同様である O

具体的には，まず各企業ごとに Mincer型の賃金関数(1 )式を OLS推計し，

そこで得られた回帰式の残差の標準偏差を IFWDと定義する O

Ln(野'AGEi)=α十Xis十ε

添え字の iは個人を表す。

( 1 ) 

Wageは賞与や諸手当，時間外賃金等をすべて含む 1年間の賃金であり，

Xに含まれる変数は，人的資本変数を含んだ個人属性を示す諸変数，つまり

女性ダミー，年齢，年齢の 2乗，勤続年数，勤続年数の 2

種ダミー，対数残業時間1)である O

ダミー，職

1) 残業時間は，カテゴリデータであり，最も残業時間が短いカテゴリは月10時間未満である。ノ
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なお， Winter忍bmerand Zweimuller [1999J， Lallemand et al. [2004Jは，

Lazear and Rosen [1981Jのトーナメント理論をテストすることを第一の目的

としており，そこで対象とされる IFWDには昇進後の賃金格差が含まれてい

る(管理職報酬など)。しかし，本稿で用いられるデータに含まれる労働者は

基本的に管理職にはない組合員であり，従って成果主義的賃金体系のもたらす

影響について直接的に考察することができると考えられる O

なお，サンプルとなっている企業の多くは，早い時期から積撞的に個人の業

績・成果を賃金に反映させるような人事制度を採用してきたことで知られる企

業である O その全ての賃金制茂に関するデータは現在得られず，また得られた

としても，細部にわたる公開はできないが，大手電機メーカー，大手精密機械

メーカー，大手流通業者三社に取材をすることができた。いずれの会社も調査

時点において，何らかの形で成果主義的な賃金制度を導入していたと回答して

おり，より具体的には，いずれの企業においても，上司からの個人への評価が，

中心とした賃金の一部に反映されるような，現在時点においても典型的

と考えられるような賃金制度を採用していた。よって，この推定式の残差の標

準偏差は，賃金制度の違し、から生じるものではなく，評価する「幅のばらつ

きjを表していると考えてよいであろう O

3 分析結果

第1I 1節，第1I-2節で示した命題のテストを中心に，実際に計算を行う O

あなたの人事評価(考課)については以下のどれが当てはまりますか，とい

う問いに加えて，あなたの給与水準については以下のどれが当てはまりますか，

¥裁量労働制が導入されている企業においては，通常残業時間は計測されないため，もしサンプル
に裁量労働制を導入した企業があれば，労働時間が正しく計測されなくなり，推定上問題を引き
起こす。裁量労働制は専門・技術・開発職に導入される可能性が高しその場合は専門・技術・
開発職で残業時間が月10時間未満と問答した割合が多くなると考えられる。職種別に残業時間が
月10時間未満と回答した割合をみると，営業職が14.6%，専門・技術・開発職が22.2%，事務職
が48.3%，技能・現業織が44.0%であり，実際は他の職種と比べて低い。したがって，以下では
裁量労働制の導入の影響はないものと想定する。
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という間いに対し， 1. rかなり不公平j2. rやや不公平j3. rどちらでもな

しづ 4. rやや公平j5. rかなり公平Jという五段措のどれかを選んで臨答して

もらったものを被説明変数としているo 説明変数は，上記の五つの命題にそれ

ぞれに対応する説明変数に加えて，女性ダミー，学歴ダミー，年齢，勤続年数，

職種ダミー，転職ダミー，給与水準などの個人属性をコントロール変数として

加えている O また，年度ダミーを加えている O これらを用いて，オーダード・

ロジット分析を行った。計算結果は，第 1表に示されている O

結果は，五つの命題すべてにおいて，肯定的な結果が得られた九さらに，

人事考課への公平性に加えて，賃金水準に対する公平感についても同様の計算

を行ったところ，これらの分析についても同様の結論が得られる O

また，賃金制度において潜在的に存在する可能性のある補完関係について考

するために，主観的効率賃金(この概念についての詳細は Saitoet al. 

[2005]を参照されたしすと， IFWDについての交差項を加えた場合の計算も

行っているが，有意な影響は見られなかった。

III 転職希望度(勤続継続希望度)・努力水準

次に，人事評価に対する公平感が，給与水準や職場の人間関係といった要因

をコントロールした上でもなお，転職希望度3) に対して影響を及ぼすのか，に

ついて調べる O

同様に，人事評価に対する公平感が，給与水準などをコントロールした上で，

努力水準に影響を及ぼしうるのかについて調べる O

転職希望度は， rこの会社で{動き続けたい」という問いに対して， 1. r全く
そう思わないj，2. rややそう患う j，3. rどちらでもなしづ， 4. rややそう思

2) 結果のロバストさを確かめるために， IFWDの代わりに企業部のジニ係数をもちいた計算も

行ったが，向様の結論を得ることができた。

3) 計算結果の示された第 2表では，設問のし方から了解されるように，転職希望度とは郎ち勤続

継続希望度として計算されている点について留意されたし、言い換えれば，係数値がプラスであ

ることは，継続してその会社に勤めたい，とし、う意志が高まることを示している O
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第 1

(1) 

人事考課

係数 標準偏差

従業員は会社の経営方針などを十分に知っている (Prop.1) I 0 . 092 

あなたは，あなたの人事考課(評価)の結果を知るこ 0.190 
とができる (Prop.2)

あなたは，あなたの人事異動や人事考課(評価)につ 0.112 
いて上司に意見を言うことができる (Prop.3)

能力開発のための教育やセミナー (Prop.4) 0.110 

企業内賃金分散 (IFWD) (Prop.5) 4.154 

私は職場以外に友人を持っていない 0.000 

自分の仕事は向僚の出来不出来によって影響されるこ -0.078 
とが多い

主観的に見た効率賃金としての給与額 0.275 

対数賃金 0.123 

あなたは，会社の給与や人事を決める場合「年齢，社 0.079 
歴Jと「能力，実績Jのどちらを重視すべきだと思
いますか

組合の強さ 0.131 

仕事はよくできるほうだ -0.283 

上司の指導力 0.364 

河僚・部下との関係 0.252 

女性ダミー 0.216 

仕事の自律性 0.112 

モニタリングの容易さ 0.043 

車i~~能ダミー -0.091 

年齢 -0.004 

勤続年数 -0.012 

ヶ月の時間外労働 -0.018 

大卒ダミー 0.072 

効率賃金と IFWDの交差項

yes 

(0.012)*本

(0.011)*串

(0.012) ** 

(0.012)*串

(0.620) *牢

(0.009) 

(0.010) *中

(0.009) *串

(0.044)串*

(0.012)料

(0.012)*牢

(0.013) *牢

(0.011)料

(0.014) *牢

(0.030)紳

(0.006) *串

(0.007) *牢

(0.032)中本

(0.004) 

(0.003) *串

(0.005) *串

(0.029) * 

year， job dummy included ? 

Observations 40，710 

データ出所:(社団法人)国際経済労働研究所 ONION調査.Robust standard errors in parentheses 
* significant at 5%; ** significant at 1% 
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表

( 2) ( 3 ) (4 ) 

の公平感 給与水準の公平感

係数 標準偏差 係数 標準偏差 係数 標準偏差

0.092 (0.012)** 0.133 (0.011)** 0.133 (0.011) ** 

0.190 (0.011)** 0.132 (0.011)牢* 0.131 (0.011)** 

0.112 (0.012)** 0.037 (0.012)** 0.037 (0.012)** 

0.110 (0.012) ** 0.130 (0.011) *牢 0.130 (0.011)*牢

3.954 (0.633)** 1.828 (0.598)串* 1.720 (0.615)** 

0.000 (0.009) 0.006 (0.009) 0.006 (0.009) 

-0.078 (0.010)** -0.102 (0.010)料 一0.102 (0.010) ** 

0.402 (0.080) ** 0.428 (0.010)** 0.495 (0.082) ** 

0.126 (0.044)** 0.193 (0.045) ** 0.195 (0.045)料

0.079 (0.012)** 0.012 (0.012) 0.012 (0.012) 

0.131 (0.012) ** 0.109 (0.012)料 0.109 (0.012)** 

-0.283 (0.013) ** -0.278 (0.013)** 一0.278 (0.013)** 

0.364 (0.011) ** 0.224 (0.010) ** 0.224 (0.010) ** 

0.251 (0.014)** 0.178 (0.014)** 0.178 (0.014) ** 

0.216 (0.030) ** 0.332 (0.030) ** 0.331 (0.030) ** 

0.112 (0.006)** 0.091 (0.007)料 0.091 (0.007)料

0.043 (0.007) ** 0.024 (0.007)** 0.024 (0.007) ** 

-0.090 (0.032) ** -0.129 (0.031)料 -0.128 (0.031) ** 

-0.004 (0.004) 0.010 (0.004) ** 0.010 (0.004) ** 

-0.012 (0.003) ** -0.012 (0.003) ** -0.012 (0.003) ** 

-0.018 (0.005)料 -0.055 (0.005) ** -0.055 (0.005)料

0.073 (0.029)* 0.233 (0.028) ** 0.233 (0.028) ** 

-0.653 (0.411) -0.345 (0.420) 

yes yes yes 

40，710 40，720 40，720 
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第 2

(1) 

勤続継続

係数 標準備差

人事考諜(評価)の公平感 0.198 (0.013)** 

給与に対する公平感

従業員は会社の経営方針などを十分に知っている 0.150 (0.011)料

あなたは，あなたの人事考課(評価)の結果を知るこ 0.017 (0.010) 

とができる

あなたは，あなたの人事異動や人事考課(評価)につ 一0.017 (0.011) 

いて上司に意見を言うことができる

能力開発のための教育やセミナー 0.056 (0.011)*中

企業内賃金分散 (IFWD) 1.332 (0.619)* 

私は職場以外に友人を持っていない -0.040 (0.009) *申

自分の仕事は向僚の出来不出来によって影響されるこ 0.001 (0.010) 

とが多い

主観的に見た効率賃金としての給与額 0.035 (0.009)** 

対数賃金 0.405 (0.044) *串

あなたは，会社の給与や人事を決める場合「年齢，社 -0.187 (0.012)** 

歴jと「能力，実績」のどちらを重視すべきだと思

いますか

組合は，あなたの人事異動や人事考課(評価)につい 0.028 (0.011)* 

て会社に意見を言うことができる

仕事はよくできるほうだ 0.205 (0.013)** 

上司の指導力 0.163 (0.010)** 

開僚・部下との関係 0.248 (0.014)料

女性ダミー 0.198 (0.030) ** 

仕事の自律性 0.127 (0.007) ** 

モニタリングの容易さ 0.113 (0.007) ** 

転職ダミー 0.046 (0.031) 

年齢 0.019 (0.004) *半

勤続年数 0.010 (0.003) ** 

ヶ月の時間外労働 -0.017 (0.005)** 

大卒ダミー -0.224 (0.027) ** 

year， job dummy included ? yes 

o bserva tions 40，699 

データ出所:(社団法人)国際経済労働研究所 ONION調査.Robust standard errors in parentheses 
* significant at 5%; ** significant at 1% 
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表

( 2 ) ( 3 ) (4 ) 

希望度 努 力 水 準

係数 標準偏差 係数 標準偏差 係数 標準偏差

-0.005 (0.013) 

0.247 (0.012)** -0.013 (0.012) 

0.143 (0.011)** 0.162 (0.011) ** 0.163 (0.011) ** 

0.017 (0.010) -0.015 (0.010) -0.014 (0.010) 

-0.012 (0.011) 0.038 (0.011)** 0.038 (0.011) ** 

0.051 (0.011)料 -0.087 (0.011) ** -0.086 (0.011) ** 

1.472 (0.618)* 3.827 (0.616) ** 3.834 (0.616) ** 
-0.042 (0.009) ** 一0.113 (0.009) ** -0.113 (0.009) ** 

0.006 (0.010) 0.084 (0.010)** 0.084 (0.010)** 

0.010 (0.009) -0.038 (0.009)料 -0.035 (0.009) ** 

0.396 (0.043) ** 0.416 (0.045)** 0.415 (0.045) ** 

-0.183 (0.012) ** 0.229 (0.012)** 0.229 (0.012) ** 

0.026 (0.011)* -0.053 (0.011)料 -0.053 (0.011)料

0.213 (0.013)** 0.363 (0.013)** 0.362 (0.013) ** 

0.169 (0.010)料 0.022 (0.010)* 0.023 (0.010)* 
0.248 (0.014) ** 0.095 (0.013)** 0.096 (0.013)** 

0.180 (0.030) ** -0.428 (0.030) ** -0.425 (0.030) ** 

0.126 (0.007) *ヰ 0.121 (0.007) ** 0.121 (0.007) ** 
0.114 (0.007) * 0.028 (0.007) ** 0.028 (0.007) ** 

0.056 (0.031) 0.084 (0.031)料 0.083 (0.031)料

0.018 (0.004)** 0.011 (0.004) ** 0.011 (0.004)* 

0.011 (0.003) ** -0.001 (0.003) -0.001 (0.003) 
-0.013 (0.005)料 0.055 (0.005)料 0.054 (0.005)料

-0.244 (0.027) ** 0.116 (0.028) ** 0.118 (0.028) ** 

yes yes yes 

40，709 40.660 40，670 
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うJ，5. r全くそう患う J，とし、う五段階での回答を用いている O

努力水準に関しても同様に， r常に仕事の効率性や改善について考えているJ

という間いに対する五段階の回答を用いている O

このような指標を努力水準とする事の利点は，成果主義導入の背景には，

「どのように働いてもらえば生産性があがるのかわからなしづという状況があ

り，成果主義を導入することは労働者の創意工夫に任せる，とし、う要素がある O

従って，努力水準として用いる変数は，このような生産性の上昇や仕事上の創

意工夫に関するものである事が，ホワイトカラー層における仕事について注目

するとき，重要なものとなろう O

計算の結果は，第 2表に示されている O

評価の公平感が高まるとき，転職を希望する人は有意に減少する一方で，努

力水準に対しては有意な影響を及ぼしていない。

言い換えると，人事評価の公平感が崩れてしまった場合，成果主義的賃金制

度の導入が進む中で，自己の努力水準を変えることはないが，他社への転職を

考えるようになることを示している O

その他の結果について，簡単にコメントをしておく O 企業の経営方針を従業

よく知っている事は，転職希望度を低め，努力水準を高める O また，会社

以外に友人を多く持つ事は，転職希望度を下げ，また，努力水準を高める効果

を持っている O 社外での友人が多い人(ウィークタイズを持つ人)ほど，転職

を踏みとどまる可能性が高し、。ウィークタイズを持つ人ほど転職が成功する確

率が高いことを考えると，ウィークタイズを持つ人は，自己の転職が成功する

かどうかを見極めることができることを示していると考えられる O

IV結論

企業内賃金分散の高まりは，人事評価の公平感を高めている事が分かった。

しかし，賃金の影響は会社内部のみにとどまるものではなし従業員の家族を

も含んだ私生活全般にその影響が及びうるものである事に留意すべきであろ



人事評価の公平感 (275) 83 

う九また，経営方針を従業員に伝達できていること，職場での訓練の充実，

評価のフィードパックのあること，といった要因も，公平感を高めることがで

きる事が示された。

翻って，人事評価の公平感が及ぼす影響として，転職希望度，努力水準に対

する影響を調べた。結果は，公平感の高まりは転職希望度を低下させる一方で，

努力水準には有意な影響を及ぼしていない事が分かった。

人事評価の公平感が失われることは，努力水準低下に蹴接には繋がらない，

としづ意味では，短期的な影響はそれほどないといえよう O しかし，中・長期

的には組織に対する忠誠心の低下，転職者の増加などの原因により，組織の活

力を蝕む病理として，その影響が及ぶ可能性をもっ，自覚症状のない重い病気

のようなものであることが示された。
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