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研究成果の概要： 
 
 日本と北米の自動車販売会社 J・A 社の人事データに基づき，成果主義人事制度の運用実態
と問題点を明らかにした．J 社に関しては，生産性の全般的上昇やゲーミング（販売時点の操
作）の発生などを確認した．A社に関しても，インセンティブ強度の高まりは，販売台数の分
布に対し正の効果をもつが，同時に利益に対し負の効果をもつことが判明した．要するに，成

果主義賃金には効果と同時に副作用があることを定量的に明らかにした． 
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１．研究開始当初の背景 
 

1990 年代初め以降の長期不況の中で，日
本企業は従来の職能資格制度をベースとし

た賃金制度と人事評価制度を大幅に再編し，

いわゆる成果主義的人事制度の方向へと大

きく舵を切ってきた．けれども，2000 年代

に入ると，成果主義の副作用や弊害を指摘す

るビジネス書がベストセラーとなり，さらに

は年功制に戻せとの議論も現れて，学術的に

も実務的にも日本の人事は混迷状態に陥っ

ている．いいかえれば，21世紀の日本企業の
成長を支えるべき明確な人事制度の基本形

がいまだに確立していないという状況に立
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ち至っている．こうした状況を克服するため

には，いま一度問題の原点に立ち戻り，近年

の日本企業の成果主義的人事制度と，その

「モデル」とみなされたアメリカ企業の人事

制度との間で，運用実態レベルでの厳密な比

較を行う必要がある． 
 
 
２．研究の目的 
 

(1)本研究の全体構想は，人事データを用い
た人事制度の日米比較を通じ，成果主義の意

味と実態，その意義と限界を確定することで

ある．そしてこれにより，近年の成果主義論

争に学術的視点から終止符を打つと同時に，

日本企業の人事制度の将来像に関し政策的

含意を提供することも構想している． 
(2)本研究課題の具体的目的は，日本企業（J

社）と北米企業（A社）の人事データと従業
員意識調査結果とを用いて，以下の４点を明

らかにすることである．すなわち，①従業員

個人にとっての基本給とボーナスを含む総

報酬の変動はどの程度なのか，特に個人の

年々の賃金上昇・下落はどの程度の頻度で発

生するのか，②人事評価の具体的方法はいか

なるものか，③人事評価結果と賃金との連動

性（インセンティブ強度）はどの程度の大き

さなのか，④それらの経済的要因は従業員属

性や職種構成に代表される社会的・制度的制

約条件とどのように関連するのか――以上

の点を明らかにすることが本研究の具体的

目的である． 
 
３．研究の方法 
 

(1)J社ならびにA社から提供を受けた人事
データを計量経済学的に分析する．  

(2)J社ならびにA社において従業員意識調
査を実施する． 

(3)両データを従業員 ID番号で接合した上

でマッチング・データの数量的分析を行う． 
(4)以上の方法を基本的には採った．しかし，
A 社において，同社内部の事情から，従業員

意識調査を行うことができなかった．同社に

海外出張して最大限の説明努力をしたが，労

使問題の発生などの事情で意識調査の許可

が下りなかった．このため，A 社に関しては

接合データの分析ができていない．この点は

率直にお詫びしたい． 

 
 
４．研究成果 
 

(1)まず日本の大手自動車販売会社であるJ
社の成果主義的人事制度改革の全体像を分

析した．J 社は，人件費の変動費化の推進，
ならびに年齢・勤続に応じた処遇から成果に

応じた処遇と成果責任の明確化という理念

に基づき，2000 年に人事制度を抜本的に改
定した．その内容は以下の３点からなってい

た．①職能資格制度の廃止と「職務ベース」

システムの導入，とりわけバンドと職務ステ

ージの組み合わせによる賃金制度への変更，

②基本給に積み上げる形の単純な業績給か

らドロー・ライン（基本給とみなし時間外手

当の合計値）まではいっさい業績給のでない

仕組みへの変更，③保有能力と個人業績を総

合的に評価していた人事考課制度から個人

業績特化型の人事考課制度への変更，ならび

に業績考課結果による職務ステージの決定，

がそれである． 
そうした人事制度改革は以下のような帰

結を伴った．①人事制度改革の前後で，特に

40 歳未満層での賃金格差の拡大が顕著にな
っている．②制度改革前後での販売台数(客

観的業績指標)の変化をみると，新車に関し

ては約 24％，中古車に関して約 12％販売台

数が増加している．③ドロー方式業績給の導

入は，新車営業スタッフの生産性を向上させ



 

 

ているが，中古車営業スタッフの生産性を必

ずしも向上させていない．④業績考課の推移

をみると，下位の職務ステージでは上位の考

課結果がつきやすく，上位の職務ステージで

は下位の考課結果が相対的に多い，というパ

ターンが認められる． 

以上より，J 社の人事制度改革は，全般的

にみればその目的の少なからぬ部分を実現

させた一方で，第 1に生産性向上は新車営業

スタッフに限られる，第２にドロー・ライン

の高まりによる販売台数への負の影響が一

部認められるなど，功罪半ばすると結論する

ことができる． 
(2) 次に J 社の人事制度改革を事例にイン

センティブとゲーミングに焦点を絞って分

析した．人事制度改革の核心は，線形の単純

な報酬制度からドロー・ライン（閾値 
threshold）で屈折する非線形の報酬制度への
変更という業績給システムの改革であった．

２つの結論が導かれた．第１に，生産性の全

般的上昇やゲーミングの発生など，欧米の先

行研究で見出されてきた成果主義賃金の効

果と副作用が，日本の大手自動車販売会社の

データでも，ほぼ同様に確認された．第２に，

業績給改革のインセンティブ効果は，新車営

業スタッフに比して中古車営業スタッフに

おいて小さかった．その理由は，中古車の場

合，店舗における現物販売が主なため，期末

や閾値近傍での追加的販売努力の投入が容

易ではないこと，また新車に比べて中古車の

粗利益が相対的に小さいため，閾値を超える

ことが困難であること，に求められた． 
(3) J 社の従業員意識調査結果のデータか

ら，社員が会社生活や人事制度に対して抱く

さまざまな意見や態度が明らかとなった．そ

の主なものだけを摘記すると次の通りであ

る．①賃金や会社生活に対する不満は加齢す

るほど強くなり，営業スタッフやサービス部

門の社員ほど強い．②社員相互間のコミュニ

ケーションが不足している．実際，社員の４

人に１人は相談したりアドバイスを受ける

相手がいない．③昇進制度について公正では

ないと感じる社員が多く，特に 40 歳代でそ
の傾向が強い．④人事評価結果への納得度は

67.8点（100点満点）であり，他の調査結果
と比べて特に低いわけでない．けれども，人

事評価結果のフィードバックが少ないと感

じている社員が多い．⑤新人事制度の理解度

が極端に低い．65.9％もの社員が「理解して
いない」と回答している．しかも，そうした

無理解が労働意欲に関連する多くの回答と

負の相関関係をもっている． 
(4)以上の意識調査結果データと人事デー
タとを社員 ID 番号により接合した結果，以
下の点が明らかとなった．①賃金に対する不

満と会社生活に対する不満は，中古車営業ス

タッフにおいて際だっている．この不満は個

人の属性や業績考課結果，職務ステージなど

の影響をコントロール（統計的に除去）して

もみられる職種に固有なものである．こうし

た職種に固有の不満は，会社生活に対してア

ドバイザーやサービス課長でも大きい．②人

事評価結果への納得度は管理職の主体的努

力により改善しうる．目標設定や結果面接時

間を 10～20 分長く行うことにより，業績考
課結果が１段階上がるのと同程度の納得度

の上昇が可能である． 
(5)他方，北米企業 A社の人事データの分析
からは以下のようなことが明らかになった．

不連続な非線形報酬制度においては，報酬ス

ケジュールのどの位置にいるかが，社員の

日々の期待コミッション収入に大きな影響

を与えるため，インセンティブ効果が一様で

はない．また，取引時点操作や価格操作など

のゲーミングを引き起こしやすいなどの問

題点もある．本研究では，北米自動車販売会



 

 

社 A社のデータに基づき，非線形報酬制度の

不均一なインセンティブ効果が生産性や利

益率にどのような影響を与えているかの推

定を試みた．主要な結果は以下の通りである．

まず第１に，努力の増加がその日の期待コミ

ッション収入に与える影響を推計して作成

したインセンティブ強度の変数は，日次の販

売台数の分布に対し正の効果をもつ．この結

果は，不連続型非線形報酬制度によってもた

らされた日々のインセンティブの変化に社

員が反応している可能性を示唆する．第２に，

限界コミッションと粗利益率とは，車種や取

引のタイミングなどをコントロールした上

でなお，負の有意な相関関係を有する．この

ことは，インセンティブ効果の高まりによる

販売努力が値引きという方向に働いている

ことを示す．さらに，営業社員と顧客のエス

ニシティ情報を利用して以下の点も明らか

となった．①粗利益率への報酬制度の影響は，

営業社員のエスニシティによって異なる．②

同一エスニシティ間での取引は，エスニシテ

ィの異なる取引よりも頻度が高い．③同一エ

スニシティ間取引での粗利益率は，それ以外

の取引の粗利益率と比べ有意差はみられず，

また特定のエスニシティ集団に対する価格

差別も確認されない． 
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