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1．はじめに

今日、企業の再編、統合など経営上の変化は、

組織とそこで働く社員の意識や満足に大きなイン

パクトを与えている。更に、90 年代以降の成果

主義的人事評価制度の導入により、組織と社員の

関係にも変化が起きている。

組織や制度、戦略が目まぐるしく変化する中、

結局は戦略の実行主体である社員が成果を上げる

環境をいかに作るかを考えることが重要になる。

そうした状況において、経営指標の 1 つとし

て、また、人事施策や組織活性化の取り組みに対

する結果検証の指標として、社員満足（ES ：

Employee Satisfaction）が改めて注目されている。

社員満足を測定する方法として社員満足度調

査（ES 調査）が行われる。具体的には、社員満

足の現状や満足、不満足を生み出す要因について、

アンケートやインタビューなどの手法によって明

らかにする。

大企業など、社員全員の様子をつぶさに把握

することが難しい組織では、満足度調査を社内で

定期的に行うことも多い。

本稿では、社員満足の基本的考え方や調査結

果から有益な情報を読み取るためのヒントについ

て、筆者がこれまで実施した調査の事例に基づき

紹介する。

2．満足度を構成する二つの要素

それでは社員満足をどのように捉えればよい

のだろうか。

満足度には 2 つの要素があると言われている。

つまり、それ自体が積極的に満足を高める「動機

づけ要因（motivators）」と、不足すると不満足を

強める「衛生要因（hygiene factors）」である。

図表 1に各要因の代表例を挙げる。

動機づけ要因は、その名の通り積極的に社員

を動機づけ、満足度を高める要因である。例えば、

「仕事そのものの達成感」や「成長実感」などは、
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・仕事そのものの達成感 
・評価による承認 
・成長実感 
・将来の見通し 

・（狭義の）報酬：賃金、賞与など 
・福利厚生 
・労働条件：勤務時間、休暇、職場環境など 
・経営方針、ビジョン 
・組織風土 

動機づけ要因 
（満足を強める） 

衛生要因 
（不足すると不満足を強める） 

図表１　衛生要因と動機づけ要因の例

出所：ハーズバーグ（1966）を参考に筆者作成
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社員のやる気を高め、前向きに仕事に向かう推進

力となる。

衛生要因とは、あって当たり前と思われてい

るものであり、失うと強い不満を感じるようにな

るが、これが満たされているからといって社員の

働きがいが十分高くなるとは言えない。

優秀な人材を惹き付ける魅力ある組織づくり

のためには、衛生要因のみならず、動機づけ要因

を満たす取り組みが求められる。例えば、報酬だ

け高くしても優秀な社員の引き留めになるとは限

らない。極端に言えば「納得いく仕事をして成果

を上げたい」と考える社員ではなく、居心地や待

遇の良さだけを求める人材を引き寄せてしまうか

もしれない。

実際の調査票設計では、上記の影響要因の他、

各社の取り組みや、組織風土、組織の置かれた状

況を踏まえた関連要因についてもリストアップ

し、調査項目として加える。社員に聞きたいこと、

知りたいことを直接的に項目にするだけでなく、

それに影響しそうな要因についても幅広くとらえ

ておく方が望ましい。

ただし、調査票全体のボリュームが大きすぎ

ると回答者が疲れ、回答結果の妥当性が下がるこ

とがある。聞きたいことと項目数とのバランスに

も配慮したい（100 項目を超えない程度が良い）。

3．働きがいを高めるための組織課題の抽出

図表 2 は職務満足（働きがい）とそれに影響

を及ぼす要因との関連について例を示したもので

ある。縦軸は各影響要因の満足度（※ 1）を表し、

横軸は各要因と働きがいとの関係の強さ（※ 2）

を示す。

図表 2 の右上部分に示しているように、この

組織では多くの社員が適職感を持ち、仕事を通じ

て成長を実感している。また、権限委譲もある程

度進んでいる。一方、会社の将来に不安を持つ人

が多く、一時的な仕事量の増加が相当な負担となっ

ている。

このような状況で優先課題として検討すべき

は、右下の「要注意ゾーン」にある「将来の見通

し」と「仕事量」であると考えられる。

左下の「年収の妥当感」については、「要注

意ゾーン」の各要因と同じく満足度は低いが、働
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図表２　職務満足（働きがい）と影響要因の関連例

※１ アンケート調査で５段階評価のうち「非常に満足（5 点）」「まあ満足（4 点）」と答えた人
の比率（％）の合計。

※２　相関係数：各要因と働きがいとの関係の強さを指標化したもの。－1 ～＋ 1の値を取り、絶
対値が大きいほど（±１に近づくほど）働きがいとの関係が強いことを表す。
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きがいとの関係は薄い。また、先に述べた通り、

年収は一般的に満足度の衛生要因であると考えら

れるため、たとえ年収を上げても職務満足（働き

がい）の向上にはつながりにくいと思われる。

4．分析の切り口：フェース項目

社員満足度調査では、普段思っていることを

率直に答えてもらうため、無記名式で行われるの

が一般的である。個人名の代わりに、その人の年

齢や所属部署や役職などの属性（フェース項目）

だけを聞き、その属性ごとに分析を行うことが多

い。

具体的に何をフェース項目とするのかは、調

査結果の活用の仕方に応じて異なるが、所属（部

門など）は有益な切り口となることが多い。また、

人事施策に反映する場合は役職、年齢なども聞い

ておく必要がある。

無記名式であってもフェース項目の組み合わ

せによって個人が特定されないよう、活用目的に

応じて必要な属性のみに絞り込むなど配慮が必要

である。

5．調査結果から有益な情報を読み取る1：

各種データとの関連分析

自社内で分析を行う場合、前述のフェース項

目による分析の他にも切り口がある。例えば部門

業績と満足度との関係などである。

部門別満足度の平均と部門業績の関係は図表 3

のようなマトリックスに整理することができる。

業績が高いが満足度が低い職場の例（第２象限）

・短期間に売れすぎて商品の調達が間に合わず、

営業担当が「売りたいのに物がない」という

ジレンマを抱えたり、残業が過大な負担とな

ったりするケース。

・業績好調な事業の裏で、生産現場での品質安

定化の難しさが担当者にストレスを与えてい

るケース。

たとえ業績が高くても、そこで働く社員の満

足が低ければ、業績の裏で発生する上記のような

現象に対処し、乗り越える力は生まれないかもし

れない。反対に、業績には結び付いていないが、

社員の満足度が高く、課題に取り組む潜在力を持

つと思われる職場もある。

業績が低いが満足度が高い職場の例（第４象限）

・短期的に業績が悪化していても、マネジャーか

ら担当まで一丸となって業績回復に取り組んで

いるケース。

・業績の良し悪しにかかわらず、日頃の仕事を通

じて上司が部下の育成を継続的に行っている

ケース。

企業経営において社員の満足度を高めること

は重視されているが、最終目的ではない。社員満

足の向上が顧客満足向上につながり、それが業績

向上をもたらし、企業価値を高める、との考え方

に立つとき、満足度と関連する指標（部門業績な

ど）との関係から、課題とその解決策に向けたヒ

ントが見えることがある。

ただし、業績指標については、事業による市

場環境の違いや他に関連する様々な要因があり、

社員満足度はあくまで複数の関連要因の 1つに過

ぎないことは注意が必要である。

【第２象限】 
業績が高いが 
満足度が低い 

【第３象限】 

業績も満足度も低い 

【第１象限】 

業績も満足度も高い 

【第４象限】 
業績は低いが 
満足度は高い 

高  

↑  

業
績  

↓  

低 

低  　←　　満足度　　→  　高 

図表３　部門別満足度の平均と部門業績の関係

出所：筆者作成
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6．調査結果から有益な情報を読み取る2：

フリーアンサーの分析

一般的なアンケート調査は選択式質問を中心

に構成されることが多いが、その情報を補完する

ものとして、自由記述形式の設問を加えることが

ある（自由記述形式で書かれた回答をフリーアン

サーという）。

フリーアンサーは、選択式回答だけでは読み

取れない意見や強い問題意識、満足・不満足の原

因を拾い上げるのに適している。

調査担当の立場としては、不満も受け止める

が、次の施策につながる建設的な意見を拾い上げ

たいとの思いも強い。そこで、フリーアンサーの

活用方法について考えてみる。

＜活用例 1＞

選択式質問の結果を補足するデータとして

①具体的補足説明：

「○○を肯定した人が△％」という結果が

何を意味するのか考える参考とする。

②解決策の方向性：

選択式回答で見出された課題について、解

決策を検討するヒントとして活用する。

＜活用例 2＞

選択式質問では見出せない新たな課題発見の

資料として

フリーアンサーをより有効に活用するため、

記述内容に一通り目を通すだけではなく、回答の

性質や回答者の属性と合わせて分析することもで

きる。

例えば、図表 4 の「分類 1」、「分類 2」のよう

に、回答の性質を区分してみる。「分類 1」では、

回答 

NO.
年齢 所属 分類１ 分類２ 回答 

3 3 3 品質・業務 課題 
現場における品質確認のチェック業務が年々増加し、負担と責任の大きさを 

感じる。業務内容によっては現場対応によらない方法がないか。 

8 3 2 業務 課題 
組織活性化運動は名ばかりで、社員は疲れ切っている。毎朝早朝に出社し、 

退社は24時を回ることも多い。土日も両方出勤している。どうにかならな 

いのか。 

16 1 4 評価 課題 人事評価が公平でない。 

35 4 1 処遇 課題 
課長が半数を超えた。当然ながら全員が次長、部長にはなれない。昇進でき 

ない層について、何を目標に仕事をしてもらうか、もっと考える必要あり。 

12 2 1 業務 解決 
当社の最大の弱みは組織力だと思う。営業現場の判断事項がきわめて多く、 

マンパワーに頼った事業展開だと感じる。業界トップのＡ社は強固な組織力 

を持っている。現場の判断力は当然必要だが、全社レベルでルール化できる 

ことも多い。今は体質改善の良いチャンスだと思う。 

22 2 2 業務 解決 
業務分担の見直しが必要。営業職が営業活動に専念できないのは社内の手続 

きや仕事量が多いため。本店スタッフのサポートにより、営業職の業務量を 

減らすことができると思う。 

24 3 2 評価 解決 
全社で行っている品質向上活動を徹底するために、お客様の評価を人事考課 

に加えてはどうか。 

図表４　フリーアンサーの整理例

出所：筆者作成
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何について書かれているのか、「分類 2」では、

それが意見なのか不満なのか課題の指摘なのか解

決の方向性を示したものなのかを分類してみる。

今後の方策を考えるには、課題や解決の方向性に

ついての記述を、不満と区別して整理するのも有

益と思われる。

なお、課題を更に細かく分類し、表層に見え

る課題とその背後にある潜在課題を区分すること

によって、課題の構造がより明確になることもあ

る。

フリーアンサーの分類・分析には大きな労力

がかかるため、選択式にできる質問は可能な限

り選択式にしておき、自由記述式の質問は絞り

込んだ方が良い。また、フリーアンサーの回答

率は 3 ～ 4 割であることが多い。従って、選択

式の定量データと異なり、代表的意見ではない

点を留意しなくてはならない。

7．次のステップ：実行段階に向けて

社員は調査結果に基づき、何らかのリアクショ

ン（フィードバックや施策展開など）があること

の期待を込めて回答している。この期待に対して

真摯に取り組むことが必要である。

具体的施策展開のあり方は、組織の特性（規

模、要員構成、意思決定の流れなど）、会社固有

の文化・風土、タイミングなどによって様々であ

り、ケースに応じて適した進め方がある。例えば、

「業務の効率化」といっても、問題が生じた背景、

きっかけ、どの部署で解決ニーズが高いのか、な

どによって、施策の内容、周知の仕方、実行規模

も違ってくる。

施策展開に一律の答えはないが、そのヒント

は調査したことそれ自体ならびに回答に表れた社

員の意識（顕在、潜在にかかわらず）の中にある

と言えよう。


