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クリエイターのモチベーションマネジメント

本 下 真 次
Ⅰ はじめに
本研究の目的は、
クリエイターのモチベーション要因を抽出し、組織としてクリエイター
をマネジメントする際のノウハウを開発することにある。
クリエイターのモチベーションマネジメント研究の意義は、次の点にあると考える。
第一にクリエイターが関わる産業の市場規模である。経済産業省の統計 1 によると、平
成 17 年度の売上高合計は広告業が 5 兆 6820 億円、印刷業が 4 兆 3347 億円となっている。
紙媒体から電子メディアへという過渡期の状況も一段落し、今後もデジタル技術の進展な
どによる成長も見込める産業である。
第二にクリエイターのモチベーションが企業業績に与えるインパクトである。制作会社
にとって、クリエイターは最大の資源。そのモチベーションに基づく仕事の成果が業績に
直結し、優秀なクリエイターの予期せぬ退職は顧客とノウハウの損失を意味する。
第三に、組織におけるクリエイターのマネジメントが有効に機能しているとは思えない
状況がある。クリエイターの採用は、入社時点から独立・転職のリスクを抱えるだけでな
く、労働集約的な仕事であることから、個人プロダクションなどでは、過酷な労働環境や
低賃金が問題となるケースも多い。
第四に、
クリエイターのモチベーションに関する先行研究の少なさである。クリエイター
については各種出版物や WEB サイトにおいて多くの特集が組まれているし、モチベー
ションについては改めて言及するまでもないくらい先行研究は多い。しかし、この二つを
組み合わせた研究は非常に少ないと感じている。
以上の 4 点により、
クリエイターのモチベーションマネジメント研究は出発点に立った。
本研究では組織で働く当事者の視点を重視して、モチベーションの高い、ひいては収益性
の高い「理想の職場」につながるのかを問うことを本研究の目的とする。
本研究は大きく三本の柱から構成されている。一つ目は組織行動学における、モチベー
ション論やリーダーシップ論の先行研究レビュー。二つ目はクリエイターへのアンケート。
1

web 経済産業省統計（2007）
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三つ目はクリエイター及びマネジャーへのインタビューである。
本研究では、クリエイターを「個人または組織に所属し、顧客の目的達成のために、創
作・表現活動に専念することで収入を得ている人」と定義し、「創作・表現活動そのもの
を目的とする人」であるアーティストと区別する。あくまでも仕事としての創作活動であ
り、作品ではないということである。
※クリエイターの職種（例）
広告・SP プロデューサー／クリエイティブディレクター／アートディレクター
グラフィックデザイナー／エディトリアルデザイナー／パッケージデザイナー
制作ディレクター／ DTP オペレーター／映像クリエイター／イラストレーター
コピーライター／プランナー／企画編集者・編集ライター／テクニカルライター
Web プロデューサー／ Web ディレクター／ Web デザイナー／ Web コーダー
ゲームプロデューサー／ゲームディレクター／ゲームプランナー／ゲームプログラマー
CG クリエイター／サウンドクリエイター／プロダクトデザイナー／空間デザイナー
など
筆者自身がそれぞれ短い期間ながらもクリエイターとマネジャーを両方経験しているこ
ともあり、研究当初、いくつかの仮説を持っていた。
・クリエイターは管理されることが嫌いである。
・クリエイターは顧客との接点で成長する。
・クリエイターは尊敬できるスタッフとの協業で成長する。
・クリエイターは経営にあまり興味を持っていない。
・クリエイターは職場環境に強い興味を持っている。
・優秀なクリエイターは必ずしも優秀なマネジャーにはならない。
・クリエイターは金銭的な報酬以上に仕事のやりがいを重視する。
・クリエイターは困難な状況を楽しむことができる。
・クリエイターは社内スタッフと仕事をする意義を見失うと、独立、転職を考える。
これらはあくまでも属人的仮説である。筆者の思い込みと言い換えてもよい。これらを
検証するために、まずは先行研究のレビューを行う。
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Ⅱ 先行研究レビュー
モチベーションは、動機付けと訳される。ステファン・P・ロビンス『組織行動のマネ
ジメント』2 を参考に、アブラハム・マズロー「欲求階層説」、ダグラス・マクレガー「X
理論・Y 理論」
、フレデリック・ハースバーグ「動機づけ・衛生理論」、デビッド・マクレ
ランド「三つの欲求理論」など、
1950 年代以降の主要な動機付け理論を押さえた。これら、
モチベーションは人から与えられるもの、という研究に対し、自分自身がやる気を高めて
いく理論が存在する。それぞれエドワード・L・デシ『人を伸ばす力

─内発と自立のす

すめ』3、M・チクセントミハイ『楽しみの社会学』4 から要点をまとめる。
●エドワード・L・デシ「内発的動機付け」
様々な実験から、報酬、強要、脅し、監視、競争、評価などの要因で動機付けるマ
イナス効果を実証し、内発的動機付けの重要性を提唱。内発的動機付けでは、1）経
験それ自体に価値があり、2）自分が有能であり、自律的であるという感覚を持ち、3）
本人の活動に社会が支援を与える時、真の自己が発達する。
● M・チクセントミハイ「フロー体験」
全人的に行為に没入している時に人が感じる包括的感覚をフローと名付け、その要
素を、1）行為と意識の融合、2）限定された刺激領域への注意集中、3）自我の喪失・
自我忘却・自我意識の喪失、4）自分の行為や環境を支配する感覚、5）明確なフィー
ドバック、6）自己目的的な性質とした。
先行研究の中で、本研究における最も高い重要度を占めたのが、デビッド・シロタ／ルイ
ス・A・ミスキンド／マイケル・アーウィン・メルツァーが、その著書『熱狂する社員』5
で提唱した「モチベーションの三要素」である。1994 年以降だけで、89 ヵ国、237 社に
およぶ民間企業、公的機関、非営利団体の 250 万人の被雇用者を対象に調査を行い、1）
公平感、2）達成感、3）連帯感を「モチベーションの三要素」としてまとめている。
次に、
「特性理論」
、
「行動理論」
「条件適合（コンティジェンシー）理論」など、主要な
リーダーシップに関する先行研究を押さえた上で、「リーダーとマネジャーはどう違うの
か」というテーマに関する論文及び著作について触れておく。

2

Stephen P. Robbins（1997），
（高木晴夫監訳『組
織行動のマネジメント ─入門から実践へ』ダイヤモンド社，1997）
3 Edward L. Deci and Richard Flaste（1995），
─
（桜井茂男監訳『人を伸ばす力 ─内発と自立のすすめ』新曜社，1999）
4 Mihaly Csikszentmihalyi（1975），
（今村浩明訳『楽しみの社会学』新思索社，2000）
5 David Sirota, Louis A. Mischkind, Michael Irwin Meltzer,（2005），
─
（スカイライトコンサ
ルティング訳『熱狂する社員 ─企業競争力を決定するモチベーションの 3 要素』英治出版，2006）
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● P. F. ドラッカー『プロフェッショナル・マネジャーの行動原理』6
有能な経営者は今日最も一般的に使われている意味での「リーダー」である必要は
ない。有能な経営者に共通するのは八つの習慣。1）「何をしなければならないか」と
自問自答していた。2）
「この企業にとって正しいことは何か」と自問自答していた。3）
アクション・プランをきちんと策定していた。4）意思決定に対して責任をまっとう
していた。5）
コミュニケーションへの責任をまっとうしていた。6）問題ではなくチャ
ンスに焦点を当てていた。7）
会議を生産的に進行させていた。8）
「私」ではなく「我々」
として、発言したり考えたりしていた。
●ジョン P. コッター「リーダーシップ論」7
リーダーシップとマネジメントは別物であると断定。マネジメントの目的は、現在
のシステムをうまく機能させ続けること、リーダーシップの目的は、そもそも組織を
よりよくするための変革とし、変革を成功に導く原動力はリーダーシップと主張。
●マーカス・バッキンガム「最高のリーダー、マネジャーが考えているたったひとつ
のこと」8
リーダーの役割とマネジャーの役割は 100％異なる。すぐれたマネジャーは「部下
一人ひとりの個性」に注目し、その課題は部下の才能を業績に結びつける一番の方法
を見つけること。すぐれたリーダーは「部下たちに共通する不安」に注目し、その課
題はよりよい未来に向けて人々を一致団結させること。そして、継続的な成功をする
人たちは「何をするか」ではなく「何をしないか」に注目する。共通する決定的なス
キルはバランスをとることではなく、逆にアンバランスを目指すこと。
リーダーとマネジャーはどちらが上位というものではなく、役割が明確に違うのである。

Ⅲ 定量的調査
アンケート調査の実施に当たっては、筆者が所属する株式会社大伸社（印刷業を母体と
しながら、調査に基づくコンサルティングまでを行う実践的マーケティング支援企業）の
クリエイターを中心にメールにて協力を呼びかけ、2006 年 12 月 17 日〜 12 月 31 日の期
間に、メール返信もしくは調査票回収で、87 名のクリエイターから回答を得た。
Peter F. Drucker（2004），“What Makes an Eﬀective Executive”（松本直子訳『プロフェッショナ
ルを活かす』DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー，2003）
7 John P. Kotter（1999），
（黒田由貴子監訳『リーダーシッ
プ論』ダイヤモンド社，1999）
8 Marcus Buckingham（2005），
（加賀山卓朗訳『最高のリーダー、マネジャーがいつも考
えているたったひとつのこと』日本経済新聞社，2006）
6
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【Ⅰ．ご回答者のプロフィール】
回答者 87 名の年齢は 22 歳〜 59 歳、平均年齢は 33.1 歳、業種は、印刷・広告・出版・
WEB・IT・アパレルなどで、社内スタッフが 23 名、社外が 64 名。職種は、コピーライター、
プランナー、デザイナー、WEB デザイナー、イラストレーター、プログラマー、編集者、
アートディレクター、プロデューサー、オペレーター、映像クリエイター、プロダクトデ
ザイナーなどであった。それ以外の属性に関する情報は、下記のグラフの通り。

【Ⅱ．モチベーション要因について】
「モチベーションの三要素」によって、公平感に関する設問を、④相応の地位が与えら
れること⑤仕事の負荷が大き過ぎないこと、⑭長期的な安定雇用が保障されていること、
⑯立地、設備などの職場環境が整っていること、達成感に関する設問を、①所属企業の知
名度が高いこと、②給与水準が高いこと、⑥仕事そのものに誇りが持てること、⑦所属企
業の収益性が高いこと、⑧顧客との直接接点が持てること、⑨自分の仕事がメディアなど
に露出すること、⑫高い技術を身に付けられる企業であること、⑬個人の裁量権が大きい
こと、⑮教育や研修プログラムが充実していること、連帯感に関する設問を、③経営ビジョ
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ンに共感できること、⑩人材を育成できること、⑪尊敬できる仲間と一緒に働けること、
として設計した。回答を整理、集計すると、下記の表のようにまとめられる。

また、各設問の平均値は④地位 3.4、⑤負荷 3.0 ⑭安定雇用 3.1、⑯職場環境 3.7、①知名
度 2.4、②給与 4.0、⑥誇り 4.5、⑦収益性 3.6、⑧顧客接点 3.8、⑨メディア露出 3.3、⑫技
術習得 4.0、⑬裁量権 3.8、⑮教育研修 2.9、③ビジョン 4.0、⑩人材育成 3.2、⑪仲間 4.3 で
あった。すなわち、最も高いのが⑥誇り、次が⑪仲間、逆に最も低いのが①知名度、次が
⑮教育研修である。
次に各設問の相関は次頁の表のようにまとめられる。
最も高い相関が見られたのは⑫技術習得と⑪仲間の 0.559、次いで⑤負荷と⑭安定雇用
の 0.372、⑥誇りと⑫技術習得の 0.356 となっている。また、逆相関を表すマイナスの値
を示した中で最も高かったのは、⑧顧客接点と⑯職場環境の− 0.286、次いで③ビジョン
と⑤負荷の− 0.256、⑤負荷と⑩人材育成の− 0.218 であった。
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【Ⅲ．今後のキャリアについて】
現在の所属企業、同職種でのキャリアアップが半数以上である一方、4 人に 1 人が独立、
もしくは転職の意思を持っている。しかもこれは、会社のアドレスに対してメールを配信
して得られたものであるため、実質としてはそれ以上と見ても差し支えなかろう。

【Ⅳ．理想の職場について】
この設問は唯一フリーアンサーで実施した。「モチベーションの三要素」に割り振ると、
全 87 人中、一人で複数回出る場合も 1 件とカウントして、公平感を示す言葉、例えば、
環境、適材適所、評価、待遇、場所、安定した収入、支援、フィードバック、風土、設備
など、が 34 件、達成感を示す言葉、例えば、スキルアップ、儲け、成長、やりがい、自
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己中心的、満足、更新、発見、変化、自由度、挑戦、給与などが 30 件、連帯感を表す言葉、
例えば、人間関係、仲間、上司、切磋琢磨、信頼関係、ビジョン、価値観共有、尊重など
が 47 件であった。また、年齢、性別による傾向の違いは見られず、自由、環境、変化、
成長、やりがい、仲間などの言葉は特に多く見られた。
【Ⅴ．インタビューへの協力について】
インタビューを受けてもよいとの回答者は 37 名。随時、個別にメール連絡し、インタ
ビュー調査につなげた。

定量調査からは、クリエイターのモチベーション要因における優先順位とその相関が確
認できた。公平感、達成感、連帯感はそれぞれ固有に存在しているのではない。非常に密
接に関わりあっている。特に注目に値するのは、高い技術を得ることと、尊敬できる仲間
がいることの圧倒的な相関の高さ。このことを踏まえて、インタビューにおいては、キャ
リアの転機、節目節目におけるモチベーションの変動と、その背景にある仲間との関係性
を重点的に聞いていく。

Ⅳ 定性的調査
2006 年 12 月 12 日〜 2007 年 1 月 12 日の期間に、クリエイター、元クリエイター、経
営者、営業を対象に、13 名への対面インタビューを実施。プロフィールは下記の通り。
・Ａ氏：女性・22 歳・制作印刷業・デザイナー・規模 100 人以上・職歴 1 年、社歴 1 年
・Ｂ氏：男性・53 歳・制作印刷業・プロデューサー・規模 100 人以上・職歴 29 年、
社歴 5 年
・Ｃ氏：女性・27 歳・元制作印刷業・元デザイナー・規模 100 人以上・職歴 3 年、
社歴 1 年
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・Ｄ氏：男性・42 歳・照明メーカー・商品企画・規模 100 人以上・職歴 18 年、社歴 17 年
・Ｅ氏：男性・48 歳・制作印刷業・ディレクター・規模 100 人以上・職歴 24.5 年、
社歴 24.5 年
・Ｆ氏：男性・48 歳・広告販促業・コピーライター・個人事業主・職歴 25 年、社歴 10 年
・Ｇ氏：男性・31 歳・IT 関連業・動画編集・規模 10 〜 99 人・職歴 14 年、社歴 1.5 年
・Ｈ氏：男性・39 歳・デザイン事務所・デザイナー・規模 2 〜 9 人・職歴 18 年、
社歴 3 年
・Ｉ氏：男性・48 歳・マーケティング・プロデューサー・規模 100 人以上・職歴 24.5 年、
社歴 24.5 年
・Ｊ氏：男性・40 歳・広告販促業・プランナー・規模 100 人以上・職歴 14 年、社歴 4 年
・Ｋ氏：女性・34 歳・広告企画制作業・プランナー・個人事業主・職歴 14 年、社歴 10 年
・Ｌ氏：男性・44 歳・制作印刷業・経営者・規模 100 人以上・職歴 22 年、社歴 16 年
・Ｍ氏：男性・26 歳・制作印刷業・営業・規模 100 人以上・職歴 2.5 年、社歴 2.5 年
設問項目ごとにクリエイターの発言と、見えてきた傾向をまとめていく。
【クリエイターになったきっかけ】
「広告と紙が好きで、紙にデザインできる会社に入りたかった」（Ａ氏）
「広告代理店で営業をしていて、昔から文章を書くのは好きだったので、コピーライ
ター養成学校に通って、プロダクションに入りました」（Ｋ氏）
クリエイターになることを以前から意識している場合と、成り行き型の場合、それぞれ
だが、
「やりたい」気持ちは共通。
【モチベーションが上がる時】
「店舗用子供服カタログが出来上がって、親に見せて可愛いと言われた時（Ｃ氏）
「一番支えになるのは、出来上がった時に喜んでもらえている顔を妄想すること」（Ｇ氏）
顧客接点、スタッフとの関わりが多いが、モチベーション要因は様々。優秀なクリエイ
ターはモチベーションの上げ方の持論を持っている。
【モチベーションが下がる時】
「同じことをやっているのは基本的に面白くない」（Ｂ氏）
「今まで一緒にやってきた仲間が去っていくのは辛い」（Ｅ氏）
変化がないこと、組織の事情に巻き込まれ、連帯感を感じられないことが、明らかにモ
チベーションを下げている。
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【クリエイターとしての転機】
「絶対に負けないものを一つは作ろうと思って、僕の場合はそれがプレゼン。デザイ
ンする能力よりもそれを磨こうと思ったのが転換期でしたね」（Ｄ氏）
「ある時期から、モノを作るよりも人と関わるという方が強くなった。モノを作る部
分は人の協力を仰ぐし、自己完結するよりも良いモノができる」（Ｉ氏）
主体的に転機を捉えているクリエイターは、モチベーションをコントロールできている。
【クリエイターのマネジメント】
「クリエイターが上に立つなら、
クリエイターじゃない部分を持たないとならない」
（Ｈ氏）
マネジメントに対しては、あくまで受ける立場、もしくは客観的に見ている傾向があ
り、総じて必要性は感じながら、自分事にはなっていない。
【将来やりたいこと】
「一度は避けたマネジメントの部分です。社長とは 25、6 年の付き合いになります。
同じ時代を共有した価値観で組織の力を引き出したいです」（Ｆ氏）
「当面は二足のわらじ。プライベートではものを書いて」（Ｊ氏）
現在の延長線上とは違うところに、将来やりたいことを置いている傾向。キャリアチェ
ンジについては概ね好意的に捉えている。
【クリエイターのマネジャーの考え】
「これからはクリエイターも商業を考えて、キャリアを積んで行かないと。クリエイ
ター出身の営業はよくできるよ。課題抽出ができるから」（Ｌ氏）
「あなたが作ってくれた物を僕は決して安売りしない、と伝えます。彼らは大変な仕
事をしていても言う機会がないので」（Ｍ氏）
社会、市場、顧客を意識させる、厳しくも温かい姿勢で接している。成果を上げさせる
ためには、クリエイターに共感するだけでなく、まったく異なった視点も必要となる。

Ⅴ 結論
研究当初から再構築を繰り返したクリエイターのモチベーションマネジメントに関する
仮説を下記にまとめる。
1．クリエイターは、顧客や一緒に働く仲間とのコミュニケーションを極めて重視し、そ
の中で技術習得している。
2．クリエイターのモチベーション要因はキャリアによって変化し、モチベーションを高
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く保つことのできるクリエイターは、キャリアの転機において、主体的に取り組み、
自分のモチベーションをコントロールしている。
3．クリエイターのモチベーション要因は極めて多様であり、「クリエイターにはこう接
するべき」という絶対的な正解はない。
4．マネジャーはクリエイターの個性に注目しながら、社会、キャリアを意識させ、必要
に応じて職場環境を変化させるべきである。
本研究は筆者がアクセス可能なクリエイターを対象に行った。そのため、グラフィック
デザイン、WEB デザイン関連のクリエイターが中心となり、空間や CM などを手がける
クリエイターのモチベーション要因はほとんど確認できていない。
また、
研究を進める中で新たな課題を強く意識するようになった。それは、クリエイター
のキャリアについてである。組織行動学における三大テーマは、モチベーション、リーダー
シップ、そしてキャリアであると言われる。経営者の「50 代のデザイナーはほとんどい
ない」という発言に対して憤りを覚えたクリエイターがいたが、それはやはり現実問題で
ある。
「どのようにすれば、50 代でクリエイターが続けられるのか」には研究価値がある
と考える。
最後に、マネジメントの観点から見れば、クリエイターの能力についても考える必要が
ある。モチベーションを単に上げるだけでは会社経営は成り立たない。できる人とできな
い人には態度を変えて接する必要がある。「組織に所属する以上、これだけは求める」と
いう線引きについても押さえておかねばなるまい。
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