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多様な職務経験とホワイトカラーの人材育成
N 社の事例研究

木 下 俊 平
Ⅰ 本論文の課題
従業員、とりわけホワイトカラーの知的熟練の総合力は、企業の競争力の重要な源泉の
一つであると考えられるが、この知的熟練はどのようにして形成されるのだろうか。小池
和男らに代表される今日の労働経済学では、企業における知的熟練は、当該企業内におけ
る各従業員のジョブ・ローテーションを通じて形成されるという見方が有力である。小池
和男［2001］は、関連の深い範囲内で次第により難しい仕事へ移っていく経験が大きな効
果をあげると同時に、関連の深い職務間の異動なら訓練コストの増加が著しく小さいと指
摘している。関連の深い範囲を超えると見返りを超えるコストが発生するが、この見返り
の大きさや内容は、将来その人がどれほど上位のレベルに昇進してゆくか、その見通しに
よって変わる。小池［2005］によれば、コストをかけて訓練した結果、企業は生産性や品
質を向上させることが出来、訓練を経た者ほど企業特殊熟練が高くなり、長期の雇用関係
を成立させることになる。
日本企業が失ってはならない強みの一つとして「長期的視野に立った人材育成や知的熟
練形成の重要性」が挙げられるわりに、知的熟練の形成を企業の実態に踏み込んで分析し
た実証研究は非常に少ない。
本研究は実際の企業のキャリア・データを使って、従業員たちがどのようなジョブ・ロー
テーションを経て、昇格やそれをめぐる競争を経験しているか、その実情を分析すること
を通じて、知的熟練の形成プロセスに接近しようとする試みである。

Ⅱ データと研究方法
調査対象は、従業員約 6,000 人の機械部品メーカ N 社に 2006 年 9 月末時点で在籍する
1969 年以降に定期入社した大卒男性ホワイトカラー従業員 1,131 人である 1。表 1 の（ⅰ）
1

N 社の大卒者は、入社時に一般職階の J 等級（下から 2 層目）に格付けされる。一般職階の P 等級。
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から（ⅵ）のデータを N 社から入手し、組織変更や同一職場での昇格発令（一般職から
係長職など）をクリーニングして異動履歴から除外し、（ⅵ）のデータを元に①〜⑥の数
値データを求めた。
まずキャリア・ツリーを作成して N 社のキャリアの特徴を観察し、その上で統計分析
を行って N 社のキャリア、即ち知的熟練の形成プロセスに接近する。本研究では「昇格」
を知的熟練の代理指標とし、それが「異動」に関する変数とどのような関係をもっている
のかを分析する。

表1
個人別データ名

データの内容
データ内容

（ⅰ）個人 No.

製造に直接従事しない 1,131 人（ナンバリングして匿名化）

（ⅱ）出身学部

事務／技術系の区分（出身大学の学部を基準とする）

（ⅲ）勤続年数

調査時点（2006 年 9 月末時点）の勤続年数

（ⅳ）到達資格

調査時点（2006 年 9 月末時点）の資格等級

（ⅴ）昇格履歴

昇格発令の履歴（発令日、発令資格）

（ⅵ）異動履歴

人事異動の履歴（発令日、発令先職場名）

①異動回数

同上（人事異動の回数をカウント）

②最長滞留年数

同上（同一職場に最も長く滞留した年数をカウント）

③最短滞留年数

同上（同一職場に最も短く滞留した年数をカウント）

④平均滞留年数

同上（同一職場に滞留した年数の平均値を算出）

⑤滞留年数標準偏差

同上（同一職場に滞留した年数の標準偏差を算出）

⑥滞留年数変動係数

同上（滞留年数標準偏差÷平均滞留年数を算出）

Ⅲ キャリア・ツリーの観察を通じて見る「昇格競争」の特徴
1．昇格選抜モデル
キャリア・ツリーの企業別類型について、花田光世［1987］は、人事政策に定評のある
金融・保険・電機・運輸・流通業界のリーダー的地位にある 5 社についてキャリア・ツリー
を分析し、
「革新的企業」と「伝統的企業」の特徴を示した。「革新的企業」は組織的にしっ
かりとした敗者復活のコースを確保しているが、「伝統的企業」は多くの者が第一次選抜
以上の者は、昇進選考を経て監督職階である主任資格を取得できる。主任資格の者は、管理職階の資格
（主事、技士、主幹 3 級）へ昇格することができる。また、昇格には一定の経験年数を満足する必要が
ある。なお、今回のデータには役員就任者が含まれておらず分析対象外とした。
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1971 年度定期入社大卒男性のキャリア・ツリー（最短昇格者との遅れ進み比較）

で昇格するが、敗者復活はほとんど見られないのが特徴である、としている。
図 1 は N 社の 1971 年度大卒・定期入社・男性 49 人の 35 年間のキャリア・ツリーである。
花田［1987］の示した昇進選抜モデルにあてはめると、敗者の弁別に重点を置いた類型と
いえる。主任の第一次選抜者である入社 12 年目の主任昇格者に対して 4 年遅れである入
社 16 年目以降に主任昇格した者は、最終的に主事まで昇格しているが、副参事には昇格
していない。各資格の最短昇格者として少数が選抜されているが、二次、三次選抜者が次
資格への進路を絶たれているとは言えず、長期に亘って上位層の選抜が実施されていると
言える 2。最短昇格者の昇格コースと、最短昇格者より早い昇格コース、および最短昇格
者より遅い昇格コースを図 1 で区分して示した。副参事から参事への昇格以降には、各資
格の最短昇格者より短期間で昇格する者、すなわち敗者復活のルートが存在するが、その
度数は極めて少ない。花田［1987］の分類に従えば、長期に亘って昇進競争を行なう伝統
的な気風を有する企業であると言える。
2

主任の第二次選抜者が多いが、第一次選抜（12 年目）が特別措置と考える方が妥当であり、例外と
した。
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2．組織内キャリアの 3 類型と昇進の三層構造
日本労働研究機構［1994］は、
日本の重工業を代表する OLL 社（仮名）の人事管理デー
タを分析して、組織内キャリアの 3 類型を図 2 のように整理し、日系企業の選抜の典型例
は、キャリア初期には一律年功型、中期には昇進スピード競争型、後期にはトーナメント
競争型からなる重層的なキャリアの三層構造であるとした。
N 社の 1971 年度入社の勤続年数別資格構成を図 3 に示した。

図2

図3

組織内キャリアの 3 類型

1971 年度定期入社

大卒男性の勤続年数別資格構成
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一般職階での競争の有無はデータが無く確認できないため、ここでは便宜的に一律年功
型は主任昇格時まで続く、と仮定している。昇進スピード競争は主任昇格の第一次選抜が
開始される入社 12 年目から主事／技士昇格の第一次選抜が開始される直前の入社 17 年目
まで続いていると考えられる。入社 18 年目で 95％以上の者が主任に昇格（図 3 では資格
構成が 95％以上を占める範囲を網掛けしている）し、入社 25 年目で主任滞留者が決定し
ている。トーナメント競争型は入社 18 年目の主事／技士昇格以降の時期に当てはまる。
ここで主任に留まるものと、それ以上の資格（管理職階）に昇格する者に分かれる 3。以
上から、N 社のキャリアは、日本労働研究機構［1994］が示した枠組みと同様に、初期に
は一律年功型、中期には昇進スピード競争型、後期にはトーナメント競争型からなる重層
的なキャリアの三層構造であると確認できた。

3．
「踊り場」と「複合的競争」
日本労働研究機構［1994］は昇進スピード競争において「フロントランナーと遅れて昇
格した者が同一線に並び、
それ以降の競争のためのいわば仕切り直しをするかのような形」
を「踊り場」と呼び、
「あたかも最短昇格者が遅れた者を待つ状態である」と説明してい
るが、これでは同時に昇格した別の入社年度の者を含んだ複合的な競争を説明できない 4。
N 社では上位の資格への昇格要件として資格ごとに経験年数が定められている。昇格要
件として経験年数があり、追い越しがほとんど無い場合、昇格競争は「同一年度入社の中
での競争」だけではなく「同時昇格者群との競争」を含んだ複合的な競争に変質するので
ある。1971 年度入社と 1972 年度入社のキャリア・ツリーを図 4 のように重ねて観察する。
同時昇格者群とは例えば、
1971 年度入社で 14 年後（1985 年）に主任に昇格した者（5 人）
と、1972 年度入社で 13 年後（1985 年）に主任に昇格した者（31 人）を合わせた集団を
いう。多数の入社年度からなる同時昇格者群は次の上位資格への経験年数という昇格要件
を満足するのも同じタイミングとなるため、以降ずっと競争相手となる。「踊り場」は、
職務を経験することで知的熟練を蓄積するのに最低限必要な資格滞留期間であり、会社に
とっては昇格対象者の能力、やる気、適性などを一定期間に亘って評価・判断するための
期間である。例えば昇格の最短昇格者にとっては自らの昇格が遅れて翌年度の最短昇格者
に追いつかれないことが、昇格競争に遅れた追走者にとっては少数の抜擢者が現れるキャ
リアの後半における抜擢昇格のチャンスまで同時昇格者より遅れを大きくしないことが競
争の主眼となる。このような複合的競争環境の下での長期の競争が、N 社の昇進選抜の特
3

管理職階に昇格した者は、主事補／技士補には留まらず、最終的に主事／技士以上に昇格しているよ
うに見える。これは主事補／技士補資格が 2000 年度に廃止されたためである。
4 日本労働研究機構［1994, p41 ─ 42］では踊り場の持つ意味は「その後の経歴でのフロントランナーと
フォロワーズの逆転の有無を見なければ、同一線からの新たなスタートであるとも、逆に時間差をおい
てのスタートであるとも、いずれとも判断できない」とし、同一入社年度の中での昇進の遅れ進みに関
連した説明しかしなかった。
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1971 年度入社と 1972 年度入社の複合的競争

徴である。

Ⅳ 昇格と異動に関する回帰分析
1．回帰分析の変数
ここでは高い資格に到達（昇格）した人がどのような異動傾向を有しているかを回帰分
析で推定する。資格毎に、理事：10、参事：9、主幹 2 級：8.5、副参事 8、主幹 3 級：7.5、
主事／技師：7、E 等級主任：6、P 等級主任：5、P 等級：4、L 等級：3、M 等級：2、J
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等級：1 と順位付けた到達資格を被説明変数とした 5。検定した仮説は次の（1）、（2）で
ある。
（1）幅広く数多くの職務を経験して知的熟練度を高めた者が高位の資格に到達する。（即
ち「人事異動回数」が多いほど高い資格に到達する）
（2）ただし、特定の専門的知識、熟練を習得するには、短期間で異なる職場に異動するよ
りも、
ある同一職場で滞留する年数が長い方が有利である。（即ち「平均滞留年数」、
「滞
留年数変動係数」が大きいほど、高い資格に到達する）
また、勤続年数が高い資格に到達するかどうかに対して決定的に影響力をもつので、
「勤
続年数」をコントロール変数として投入する。投入する説明変数はステップワイズ法で決
定した 6。

2．全入社年度の従業員を対象にした回帰分析
調整済み決定係数 R2 は 0.605 でかなり高い説明力があると考えられる。各説明変数の
t- 値は符号条件、信頼度とも統計的に有意であることが確認できる。この結果は、勤続
年数をコントロールした場合に、到達資格と勤続年数 , 平均滞留年数 , 異動回数 , 滞留年
数変動係数との関係は下の式で 61％程度説明できることを示唆している。
到達資格 =1.576+0.097*（勤続年数）
+0.267*（平均滞留年数）+0.193*（異動回数）+0.509*（滞留年数変動係数）
これは勤続年数が同じなら、平均滞留年数が長く、異動回数が多く、滞留年数変動係数
が大きい（すなわち異動間隔のばらつきが大きい）方が、上位の資格に到達している、こ
とを意味している。即ち、ジョブ・ローテーションはある程度頻繁な方が良いが、同一職
場に、比較的長期に滞留する方が昇進競争、さらにいえば、知的熟練形成に有利であるこ
とを示している。

5

主幹 2 級や主幹 3 級は夫々、参事と副参事、主事／技士と副参事をまたがる資格であるため、主幹 2
級を参事（9）と副参事（8）の中間に位置づけて（8.5）とし、同様に主幹 3 級を（7.5）とした。尚、
被説明変数を資格毎に等間隔に設定することの統計的妥当性を考慮して、他の方法も模索した。別途、
到達資格を 2 種類の 0, 1 指標（管理職と一般職、および経営職と経営職以外）に区分し、被説明変数と
して分析したが、説明変数として、勤続年数や異動回数、最短滞留年数、年齢、事務／技術区分などが
投入され、思わしい結果は出なかった。
6 ステップワイズの投入基準は F の確率 0.05 以下で投入、0.10 以上で除去とした。尚、共線性分析で
共線性の存在を推測できる項目は排除した。説明変数として、「事務系／技術系区分」、「最短滞留年数」
や「最長滞留年数」を採用する推計も試みたが、ステップワイズ法で有意な結果がえられなかったので、
結果は割愛した。尚、49 人の事務／技術系構成はほぼ同数である。

58

経営戦略研究

表2

（定数）

回帰分析結果

非標準化係数

標準化係数

B

ベータ

1.576

vol.1

t
8.084

勤続年数

0.097

0.425

8.818

平均滞留年数

0.267

0.177

5.161

異動回数

0.193

0.372

7.33

滞留年数変動係数

0.509

0.068

3.248

自由度調整済み決定係数Ｒ2
Durbin-Watson 比
サンプル数

0.606
1.237
1,049

注）t- 値は、いずれも１％水準で有意
である。

3．異動の特徴
3.1

1971 年度定期入社、大卒男性従業員の異動の特徴

回帰分析の結果が示す実態をもう一歩深く確認するために、どのようなタイミングで別
の職場に人事異動したかを分析する。図 5 は 1971 年度入社の 49 人について、縦軸に入社
後の年数をプロットし、横軸は 49 人の従業員を 2006 年 9 月末時点の到達資格ごとに纏め
て並べ、それぞれの従業員について人事異動のタイミングを線で区切ったものである。図
5 では各従業員のキャリアの中で最も長く同一職務に滞留した時期（最長滞留年数のタイ
ミング）を濃色で示し、2 番目と 3 番目に長く滞留した時期は参考として薄く網掛けした
ところ、
明確な特徴が確認できた。最終到達資格が理事、参事のものはキャリアの前半（入
社後 18 年目まで）に最長滞留年数の職務が開始されており、主事／技士／副参事は最長
滞留年数には特に明確なタイミングのルールが見当たらないように見える。主任について
は主にキャリアの後半に最長滞留年数が位置している。
3.2

1971 年度定期入社、大卒男性従業員の回帰分析

1971 年度について最長滞留年数となる期間が開始された時期（入社後の年数）と、そ
の期間の中間位置（開始時期と終了時期の中央値）を説明変数として追加してステップワ
イズ法で回帰分析した。調整済み決定係数 R2 は 0.614 と、かなり説明力があると考えら
れる。各説明変数の t- 値の符号条件、信頼度も統計的に有意である。この結果、到達資
格と最長滞留年数の開始位置、滞留年数変動係数、異動回数との関係は下の式で表され、
定期入社の大卒男性従業員の到達資格がこの式で約 61％説明できることになる 7。
到達資格＝ 3.386-0.076*（最長滞留年数の開始位置）
+1.932*（滞留年数変動係数）+0.365*（異動回数）
7

「最長滞留年数の中間位置」は説明変数として有意ではなかった。
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以上から 1971 年度入社従業員の例では、高位の資格に到達した者は、キャリアの早く
の段階から最長滞留年数となった職場での経験を開始しており、加えて数多くの職場異動
を組み合わせている傾向があることが確認できた。

表3

回帰分析結果

非標準化係数

標準化係数

B

ベータ

3.386

（定数）
最長滞留年数の開始位置

t
4.202

-0.076

-0.409

-4.347

滞留年数変動係数

1.932

0.275

2.935

異動回数

0.365

0.599

6.638

図5

自由度調整済み決定係数Ｒ2
Durbin-Watson 比
サンプル数

0.614
1.917
49

注）t- 値は、いずれも１％水準で有意
である。

1971 年度定期入社大卒男性従業員の人事異動歴における最長滞留期間
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vol.1

結論とキャリアの特徴の解釈

長期的に昇格競争を行う伝統的企業の気風を有する N 社では、キャリア初期には一律
年功型、
中期には昇進スピード競争型、
後期にはトーナメント競争型からなる重層的なキャ
リアの三層構造の昇格競争を同時入社の間で行うと同時に、同時昇格者群による複合的な
昇格競争を行っている。N 社で昇格競争を勝ち抜くためには、即ち高度な知的熟練を形成
するには、ジョブ・ローテーションをある程度頻繁に行う方が良く、同時にある特定の同
一職場に比較的長期に滞留する方が有利である、と考えられる。特に、キャリアの前期に
1 つの職場でキャリアの基軸となる専門性あるスキルを身につける経験を得た者が、その
後、キャリア後期になってスキルの幅を広げ、深堀する多様な職務経験を得た結果、長期
間に亘る複合的競争を勝ち抜き、高位の資格に到達する中で高度の知的熟練を形成してい
ると考えられる。
理事、参事資格に到達した者とそうでない者との差は、異動回数と最長滞留年数の時期
的な偏りに現れている。理事、参事到達者はキャリア後半期の異動が相対的に多い。前半

表4

1971 年度入社の到達資格層別・時期別の最長滞留年数開始位置
単位：上段：人、下段：比率％
最長滞留年数の開始位置

主任

11 年目以前

12 年目以上
18 年目まで

19 年目以降

合計

1

2

5

8

13%

主事／技士／副参事

9

10
35%

14

理事／参事

25%
38%

93%

合計

100%
26

27%
0

100%
15

7%
13

49%

表5

7

1

24

63%

0%
12

27%

100%
49

24%

100%

1971 年度入社の到達資格層別・時期別の異動回数
単位 : 回
11 年目以前

主任
主事／技士／副参事
理事／参事
合計

3.8
4.8
3.9
4.3

平均異動回数
12 年目以上
19 年目以降
18 年目まで
1.1
1.7
1.3
1.5

2.0
4.3
6.4
4.6

合計
6.9
10.8
11.5
10.4

多様な職務経験とホワイトカラーの人材育成
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期の異動は、各資格とも数字の上では大差ないように見えるが、理事、参事資格に到達し
た者は最も長く滞留した職場でのキャリアの開始時期が前半、しかも 11 年目までの時期
に集中している。一方、高位の資格に到達しなかった者も、キャリアの前半に長い職務経
験が全くないわけではない。
キャリア・ツリーで分析したように、昇格競争には 3 つの段階があり、N 社の 1971 年
度入社の場合、入社 11 〜 12 年目までが一律年功型、17 〜 18 年目までが昇進スピード競
争型、それ以降がトーナメント競争型である。昇格競争がトーナメント競争型の時期に移
行した後、入社 21 年目を境に主任から上位資格への昇格者が現れなくなり、主任資格に
滞留する者が確定している。
主任資格として職務を遂行するのに必要とされる知的熟練は、
数多くの職場を経験する異動を通じて形成されるのではなく、小池［2001］が言う「せい
ぜい隣の職場での経験」に限定されると考えると、主任到達者は、17 年目から 21 年目に
いたる時期を境に、1 つの職務でのより深い経験を積むことで 1 つの職務の専門家、ある
いはベテランとなっていくのだと考えられる。だから主任資格滞留者は異動が少ない。最
長滞留年数として位置づけられた同一職場での経験の開始タイミングは、知的熟練を形成
するための長期に亘る人材育成と選抜の結果なのである。
最長滞留年数のタイミングが選抜の結果であると仮定すれば、主事／技士、副参事の職
務異動は以下のように説明できる。主事／技士、副参事到達者は、昇進スピード競争が終
了する段階まで（入社から 18 年目まで）は、より高位の資格に到達する者たちと同一の
集団の中で、知的熟練を形成するよう長期間に亘る職務経験を通じた人材育成と評価の下
にある。従ってこの段階では、最終的な到達資格によって異動上の差は現れない。トーナ
メント型競争の段階（19 年目以降）が始まると、実際には最終的に当該資格に滞留する
者と上位資格に昇格する者とが分かれ始めるのだが、最終到達資格はなかなか確定しない。
こうした中で、最終到達資格が主事／技士、副参事となる者の中から、更に上位の資格を
目指す者とそうでないものとが現れ始める。主事／技士、副参事は、17 年目から 21 年目
にいたる時期を境に、1 つの職務でのより深い経験を積むことで 1 つの職務の専門家、あ
るいはベテランとなっていく者と、更に上位の資格に到達できる可能性を期待して、最終
的には理事、参事に到達した者と競争すべく、異動を繰り返して職務経験の幅、即ち知的
熟練の幅を広げていく者とに分かれるのだと考えられる。

Ⅵ 結び
今回の研究で明らかにした知的熟練の形成プロセスを、経営人材や高度専門職として育
成する人材を計画的に育成することに活用するには、個々の職務内容の詳細を更に深く研
究する必要がある。また、今回の研究の大きな欠陥のひとつである、役員昇格者と退職者
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のキャリア・データの欠如については、今後なんらかの方法で分析できるようにしたい。
本研究は N 社という一企業の事例研究であり、他の企業にもそのまま適用できる一般
理論を導き出すものではない。このようなデータ分析が今後、数多くの企業で実施され、
より深く研究され、発表されれば、企業にとっても研究者にとっても、そのデータの活用
方法は飛躍的に拡大し、研究は発展することだろう。この論文がそのような研究へのささ
やかな刺激となり、さまざまな企業や研究機関で同様の実証研究が推進され、それが開示
される日が来ることを願う。
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