経営戦略研究

vol.1

229

評価制度の納得度の要因について
アンケート調査からの探索

飯 干

悟

Ⅰ 序論
人事制度において成果主義という言葉が世に出てから、既に 10 年以上経過している。
しかしながら、高橋（2004）
、城（2004）のように、最近では成果主義が批判の対象に晒
されており、成果主義導入そのものに対する批判も出てきている。
評価結果が今まで以上に昇給、
賞与や昇格等の処遇結果に活用されることを考えた場合、
評価結果を左右する評価制度に注目することは当然のことかもしれない。では、問題があ
るといわれている評価制度を阻害している要因はどこにあるのだろうか。
本稿の目的は、評価制度の納得度を促進している（あるいは阻害している）鍵となる要
因を探索することである。また本稿の調査方法として、自由記述欄を中心とした質問紙に
よるアンケート分析を用いている。

Ⅱ 評価制度に関する先行研究レビュー
本章では、評価制度に関する先行研究のレビューを行う。評価制度の機能補完的施策の
議論として取り上げられることの多い
「手続き的公平性」に関して守島（1997）、井出（1998）、
高橋（2001）を中心に紹介する。各先行研究が分配の公平性よりも手続きの公平性の重要
性を説いているが、各々の研究者により、手続き的公平さで述べているポイントで共通点
および差異が見られる。
共通点としては、情報公開に関する公平さである。守島（1997）は、情報公開として評
価の基準や評価結果の公開をあげ、昇進や昇格の遅れの不満を軽減することを実証した。
井出（1998）は、
決定の介入レベルにおける基準の公表について述べた。高橋（2001）は、
情報公開としての評価項目、評価者、評価結果の情報公開が評価の納得度が高まることを
実証した。
次に差異としては、守島（1997）が、苦情処理のシステムの有無や会社方針に対する発
言機会等が人事管理に対する不満を軽減するとしているが、他の研究では該当するものが
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無い。井出（1998）の評価への意見表明や面接による目標設定が近いものであるが、守島
（1997）の研究では、会社方針に対する意見や意思決定への参加という井出（1998）が述
べている評価プロセスにおける参加とは違う点に注目している。
また、高橋（2001）の評価の正確性や評価の一貫性は、評価制度そのものではなく、評
価者の運用方法に視点をおいたものである。筆者は、評価制度が制度上で実現できる正確
性には限界があると感じており、評価制度を実際に運用する評価者にも評価の納得度を向
上させる要因になると考えている。
次に評価制度の制度論の観点での論文として、採用率が高い目標管理制度に関して実証
研究を行った奥野（2004）による目標管理の展開状況の調査を見てみる。この研究でも目
標管理のプロセスである面接等の諸手続きの実施が評価の納得度に影響があることがわ
かった。さらにこの研究で興味深いものは、目標管理制度そのものが職務状況によって展
開のしやすさが異なるということである。目標管理制度を採用している企業の職種や裁量
（役職の有無）が制度への納得度に影響する可能性が有り得る。
最後に、梅崎・中嶋（2005）による評価行動における評価者負担についての研究結果を
取り上げる。評価者負担に影響を与える要因としてや評価者と被評価者の人間関係や被評
価者の評価結果が抽出された。評価者負担が生じると評価結果の通知（フィードバック）
が滞るという。
以上、先行研究のレビューを行ってきたが、評価制度の納得度や満足度に関する研究は、
表 1 のように 2 つに区分できる。1 つは評価制度上の要因に関するものである。情報公開、
苦情処理、発言、諸手続きなどの概念が該当し、制度の有無が影響を与えるとしている。
もう 1 つは、評価制度の運用上の要因である。参加、評価の正確性、評価の一貫性、評価
者負担が該当し、実際の評価の運用場面において生じる要因である。
また、先行研究レビューでは、質問項目設定による仮説検証型の調査研究であった。し
たがって、
評価制度の納得度や満足度に影響を与える要因に不足がある可能性もあるため、
筆者の調査時には、先行研究以外の要因も含め探索可能なように留意すべきである。
表1
区分
評価制度上の要因

評価制度の納得度・満足度に影響を与える要因
概念
・情報公開
・苦情処理
・発言
・参加

・評価の正確性
・評価の一貫性
・諸手続き
・評価者負担
（先行研究レビューより筆者作成）
評価制度運用上の要因

例
公開の仕組みの有無
苦情処理システムの有無
経営上の発言の機会の有無
自己評価とのすり合わせ
評価プロセスへの参加
評価者の正確な評価
圧力にめげず評価すること
情報や権限の付与
評価結果のフィードバックの心理的抵抗
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Ⅲ アンケート調査結果
1．調査概要
（1）調査目的
先行研究レビューから評価制度を阻害する要因を考える上で、評価を受ける被評価者が
評価について納得するあるいは満足することに着目していく。そこで本調査の目的は、評
価制度の納得度・満足度を促進するあるいは阻害する上で鍵となる要因について、探索す
ることである。
（2）調査方法
調査方法としては、質問紙で実施された。質問紙については、表 2 に示す内容で構成さ
れており、特に評価結果及び評価者に対する満足度とその理由について得られた自由な記
述ごとにその内容をよくあらわすコードを与えることにより分析を行った。

表２

質問紙の構成

Ⅰ.
会社概要（業種・従業員数）
Ⅱ−１． 会社における評価制度（複数回答）
Ⅱ−２． 評価制度改定時期
Ⅱ−３.
改定内容
Ⅲ−１− A．
評価結果の納得度（５件法）.
Ⅲ−１− B．
評価項目の活動実施（５件法）
Ⅲ−２. １．評価制度の仕組みの満足度（５件法）
満足度の理由（自由記述）
Ⅲ−２. ２．評価制度の改善要望（自由記述）
Ⅲ−３. １．評価者の満足度（５件法）
満足度の理由（自由記述）
Ⅲ−３. ２．評価者の改善要望（自由記述）
Ⅳ−１． 評価者としての改善内容（自由記述）
Ⅳ−２． 評価者としての工夫（自由記述）
Ⅴ．
属性（職種・職責・役割・勤続年数）

（3）調査時期及び調査対象者
調査は、2006 年 12 月 17 日〜 2007 年 1 月 4 日まで電子メールによる配信および回収を
行い、調査対象者は、関西学院大学経営戦略研究科研究生およびその知人 50 人に対して
実施された。
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（4）回答者個人属性および組織属性
アンケート調査回答者の組織属性および個人属性については、表 3 の通りとなった。
表3
N=50
業種

職種

勤続年数

本調査における回答者の組織属性及び個人属性

サービス
製造
流通
情報通信
小売
金融
無回答

8
21
4
6
4
2
5

（16.0％）
（42.0％）
（8.0％）
（12.0％）
（8.0％）
（4.0％）
（10.0％）

従業員数

500 人未満
500 人以上 1000 人未満
1000 人以上 3000 人未満
3000 人以上 5000 人未満
5000 人以上 10000 人未満
10000 人以上

13
4
14
3
7
9

（人）
（26.0％）
（8.0％）
（28.0％）
（6.0％）
（14.0％）
（18.0％）

営業 / 販売
企画
広報
研究 / 開発
総務 / 経理 / 人事

16
13
2
9
2

（32.0％）
（26.0％）
（4.0％）
（18.0％）
（4.0％）

役職

一般（非役職者）
係長・主任相当
課長相当
部長相当
役員相当

18
10
14
3
1

（36.0％）
（20.0％）
（28.0％）
（6.0％）
（2.0％）

2
4
2
6

（4.0％）
（8.0％）
（4.0％）
（12.0％）

15
13
13
3

（30.0％）
（26.0％）
（26.0％）
（6.0％）

生産 / 製造 / 資材 / 購買
その他
無回答
5 年未満
5〜9年
10 〜 14 年
15 年以上
無回答

その他
無回答
評価時の
役割

2 （4.0％）
2 （4.0％）

評価も行い（評価者）
18 （36.0％）
また評価を受ける（被評価者）
評価を受けるのみ（被評価者） 28 （56.0％）
その他
2 （4.0％）
無回答
2 （4.0％）

2．分析結果の概要
（1）評価の納得度・満足度
「直前の評価結果について」という質問に対して、「全く納得していない」および「納得
していない」をあわせると約 52％が評価結果に納得していないことが分かる。反対に「納
得している」および「非常に納得している」は、31.3％と評価結果に納得している回答者は、
半分以下となっている。
次に「あなたは、
評価項目や設定された目標に沿った日常業務の活動を行っていますか。」
という質問に対しては、
「そう思う」
「非常にそう思う」をあわせると 64.6％となっている。
過半数の回答者が評価項目や目標を意識して業務を行っていることがわかる。
「評価制度の仕組みについてあなた自身はどのように考えていますか。」という質問の結
果としては、
「全く満足していない」および「満足していない」が 62.0％で、「満足してい
る」が 14.0％となっている。過半数の回答者が現在の評価制度に不満を感じている。最後
に評価者への満足度を見ると、
「全く満足していない」および「満足していない」が
37.5％で、
「満足している」が 25.0％となっている。
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（2）仕組みの満足の理由のコーディング
仕組みの満足あるいは不満足になった理由を探索するためにアンケートの自由回答欄を
求め、整理してみると、仕組みの満足を選択した回答者 7 人から 2 個のコードに整理でき
た（表 4）
。仕組みの妥当性は、被評価者が評価制度の内容を妥当なものと認識している
かを表している。年功序列からの脱却は、制度変更前の年功序列型の人事制度から評価の
内容が変更したことに対して満足している。

表4
コード
仕組みの妥当性
年功序列からの脱却

仕組みの満足の理由

コメント例
仕組みは、かなりの精度で出来ている。
年 2 回は妥当と考える。
会社の中の自分の仕事の位置付けが明確になり、その目標に対
する達成度で評価されることで以前の年功序列的な評価に比べ
納得はできるようになった。

件数
5
3

次に仕組みの不満を選択した回答者 31 人から、15 個のコードに整理してまとめた。評
価者が主観的に評価していることに不満の理由を述べている回答が 9 件と一番多く、次い
で評価基準の公開がされていないことは 6 件、制度の整合性、考え方の不一致がともに 3 件、
プロセス評価および目標設定の方法が 2 件となっている。
さらに、上表のコードを 2 つのカテゴリーに分けると、表 5 のように評価制度に関する
原因と評価制度の運用に関する原因に分かれる。制度上の原因は、評価基準の公開やフィー
ドバック制度のように制度が存在しないことから起こっている。一方、運用上の原因は、
評価者の主観や部門間調整のように運用において発生しているものである。
表5
カテゴリー

制度上の要因

運用上の要因

仕組みの不満足のカテゴリー
コード
評価基準の公開
制度の整合性
考え方の不一致
プロセス評価
フィードバック制度の有無
面談制度の有無
評価項目数
評価期間
評価者の主観
経営層の運用
部門間調整
評価者トレーニング
目標設定の方法
制度導入方法
評価結果の固定化
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ここで、件数が多い評価者の主観と評価基準の公開について詳細に見ていきたい。
まずは、評価者の主観だが、コメントを読む限りは、仕組みそのものに問題があるので
はなく、評価者によって主観的に運用することが可能であることや評価者が行う評価に対
しての不満が要因であることがわかる。この原因として 2 つが考えられる。第 1 は、目標
管理制度の基準設定が、運用まかせであること、第 2 に評価基準がある場合でも評価者が
基準を具体的に解釈できていないことである。
次に評価基準の公開について見た場合、他回答者のコメントにおいても基準が公開され
ていないことや不明確なことに対して不満が表れている。
（3）評価者の満足の理由のコーディング
次に評価者に対する満足あるいは不満足の要因を見てみる。評価者に対する満足を選択
した回答者 12 人から 5 個のコードに整理してまとめた（表 6）。面談・フィードバックの
実施に関するものが 4 件、評価の適切さが 4 件、次に活動状況の把握、評価者への信頼感、
コミュニケーションが各 2 件となっている。

表6

評価者への満足の理由

コード

コメント例
評価に関するフィードバックも行われ、内容もわかるまで
面談・フィードバックの実施
説明してくれる
評価の適切さ
不適切と思われる評価はこれまでなかったため
活動状況の把握
私の業務内容を熟知している
評価者への信頼感
人間的に信頼度が高い
日常業務の中で的確なコミュニケーションを図っている
コミュニケーション
（評価は任せておけば大丈夫という信頼関係の醸成）

件数
4
4
2
2
2

さらに、上表のコードをカテゴライズすると、表 7 のように手続きの実施、評価の正確
性、上司との関係に区分される。手続きの実施は制度として決められた手続きを実施して
いることであり、評価の正確性は、評価を正確に実施するために、被評価者の業務活動を
理解することやその結果の評価が適切ということである。また上司との関係は、評価者に
対する人間的な信頼感や日常的にコミュニケーションを取っていることからなる。

表7
カテゴリー
手続きの実施
評価の正確性
上司との関係

評価者の満足のカテゴリー
コード
面談・フィードバックの実施
活動状況の把握
評価の適切さ
評価者への信頼感
コミュニケーション
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件数が多かった面談・実施フィードバックの実施と評価者の適切さを詳細に見てみる。
面談・フィードバックの実施では、面談を話し合いの場として活用し、またフィードバッ
クも評価結果を単に伝えるのではなく、理由の説明がきちんと行われる場合に満足に繋
がっていることが分かる。また評価の適切さは、被評価者が結果的に評価結果に対する公
平感を抱いていることがわかる。
次に評価者への不満を選択した 18 人のコメントを 8 個のコードに整理してまとめた（表
8）
。面談・フィードバックの実施が 6 件と一番多く、次いで能力不足が 5 件、活動状況の
把握が 3 件、目標設定への参加および評価者の主観が各 2 件、評価の適切さ、評価者との
関係、目標設定の方法が各 1 件となっている。

表8
コード
面談・フィードバックの実施
能力不足
活動状況の把握
目標設定への参加
評価者の主観
評価の適切さ
評価者との関係
目標設定の方法

評価者への不満の理由

コメント
件数
制度上のフィードバックは実施されても、形式的なものであり、
6
有効なフィードバックが無い
精神論ばかりで具体的な施策などの支持、取組みがない。チー
ムとして売上を達成するために、本当に忙しい部分へのヘルプ
5
や組織の中の問題点を改善する取組みがされていない
現場の動きをあまり見ていない
3
年度目標の設定において、被評価者の意図が反映されにくい
2
評価基準に個人差が大きい
2
彼が適切に評価できない分野について過大評価･過小評価され
1
ることがあり、納得感が低い
個人的な思い入れが強すぎるので、良い関係が築けている間は、
1
そうでない場合が不安
達成した場合前期より 10％− 40％増の目標を要求される。達
1
成しても雪だるま式に増えていき、破綻するまで続けられる

さらに、上表のコードをカテゴライズすると、表 9 のように手続きの実施、評価の正確
性、上司との関係に、能力、参加に区分される。このうち、手続きの実施、評価の正確性、
上司との関係は、評価者への満足の要因においても抽出されていた。
次に各カテゴリーの解説を行う。手続きの実施は制度として決められた手続きを実施し
ていることであり、評価の正確性は、評価を正確に実施するために、被評価者の業務活動
を理解することやその結果の評価が適切ということである。また上司との関係は、評価者
に対する人間的な信頼感や日常的にコミュニケーションを取っていることからなる。
評価者の能力は、評価者の能力の有無からなっており、参加は、目標設定時に被評価者
の意思が通っていると感じることである。
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評価者の不満のカテゴリー
コード
面談・フィードバックの実施
活動状況の把握
評価の適切さ
評価者との関係
能力不足
評価者の主観
目標設定への参加
目標設定の方法

ここで、
件数が多い面談・フィードバックの実施と能力不足を見ていく。まず面談・フィー
ドバックの実施のコメントを見ると、制度上、実施すべき面談やフィードバックが行われ
ていないあるいは形式上行われることにより本来の目的が達成できていないことが分か
る。
同様に能力不足のコメントを見ると、被評価者が評価者に対して能力不足と感じること
により、評価者が評価することに対しての疑念を持っていることが分かる。

Ⅳ 要約とインプリケーション
1．要約と結論
評価制度に問題がある、その理由を被評価者の声から探索することが本論文の目的で
あった。このような目的から、評価制度の納得度や満足度に影響を与える要因について、
自由記述を中心としたアンケートの分析を行った。その結果、次の 3 点がわかった。第 1
に評価制度の仕組みの不満には、評価項目や評価基準の公開のように制度変更で解決する
ものと「評価者の主観」のように制度のみでは解決できないものがある。評価者の主観が
生じる原因としては次のような可能性がある。まず、コンピテンシー評価や能力評価で基
準が公開されている場合であっても、評価者が記述されている基準を具体的な被評価者の
行動と照らし合わせる際に、基準と異なる解釈をする。あるいは目標管理制度のように基
準の決定自体が評価者と被評価者の面談で決定するあるいは評価者が裁量を持って決定す
ることも評価者による主観を生む。特に目標管理制度は、奥野（2004）の先行研究が示す
ように職務特質による展開の困難性があることから、部門や職種による基準の決定しやす
さが異なる。
しかしながら今回の調査では、
評価者の主観が生じる原因について調査していないため、
本当の原因については明らかにならなかった。
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第 2 に評価者の満足には評価者が被評価者に対しての面談上や日常でのコミュニケー
ションの取り方が影響を与える。調査結果から、面談や評価結果のフィードバックの実施
だけでは、満足に至らなくその内容が左右されることが分かった。具体的には、面談での
話し合いが双方向でされているか、あるいは効果的なフィードバックや評価結果に関する
理由を含めた説明が必要となる。
第 3 に評価者が被評価者より、能力が劣っていると感じると評価者に対する不満に影響
を与える。評価者の不満のコメントで評価者に対する能力不足のものがあった。被評価者
は、自分よりあるいは役職者として能力が不足していると感じる際に、評価者に不満を感
じることが分かった。

2．今後の課題
本調査の調査方法は、限られたアンケート結果による自由記述コメントを中心とした探
索的調査であった。探索的調査は、あまりよく知られていない現象について、まさに「何
が問題であるか」を調べる仕事である（田尾・若林 2001）。
しかしながら、本調査では研究方法の問題点および課題が 3 つある。第 1 にサンプル数
が少ないこと。サンプル数が少ないために、本調査で抽出した評価の満足に関する要因は
一般化ができない。第 2 にサンプルが筆者の知人が多数を占めていたため、アンケート結
果も限定性が伴い、あるいは特定の層のため、バイアスが生じている可能性がある。第 3
に探索的調査でありながら、アンケート調査の実施のため、発見のみに留まったことであ
る。具体的には、本調査により「評価者の主観」や「評価者の能力不足」の要因が新たに
取り組むべきものであると発見された。しかしながら、被評価者がどういった場面で評価
者が主観的であると感じるかあるいは個々の要因間の関係について、本調査では捉えるこ
とができなかった。
したがって、今後の課題としては、次の 2 点を述べたい。第 1 に被評価者に対するイン
タビューや事例研究を行うことで、より正確で詳細な現象を描くことである。第 2 に、詳
細な調査により仮説構築した内容から、実験やアンケート調査などを用いて仮説検証を行
うことである。
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