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問題と目的

成果主義賃金と従業員の協力行動
　行動経済学をはじめとする諸領域では，特定の職務の
個人成果に応じて従業員の賃金報酬を変化させるシステ
ム，すなわち成果主義賃金システムの適用が，職場組織
での協力行動にいかなる影響を与えうるかが議論されて
きた。個人の職務成果が十分に計測できるとき，経営者
は個人のパフォーマンスの対価として報酬を支払うべき
であるというのは，経済学のスタンダードな主張であ
る（e.g., Lazear, 2000）。しかし，すべての職務を各従業
員に割り当てることが可能であると思われる場合でも，
しばしば組織内のチームワークに関する職務は残存する

（Burks, Carpenter, & Goette, 2009）。こうした個人に割
り当てられない職務の存在は，報酬をもたらす自身の職
務を優先するか，それとも組織内での協力（e.g., 組織市
民行動；Organ, 1988）を優先するかという点で，従業
員に深刻な心理的葛藤を引き起こす可能性がある。特に，
日本の職場は個人の職務が確立しておらず，集団で協力
してひとまとまりの職務を行うという特徴を持つ（三
島，2011）。そのため，日本の職場においては特に，個々
人が自身の特定の職務を優先することで，他者への協力
行動が減少するということが，職場の生産性の低下をも
たらす可能性が予測される。社会的・経済的状況の変化
に従い，2000年前後にかけて日本企業は急速に成果主
義傾向を強めている（産業能率大学総合研究所，2003）。
近年は，従業員数1,000名以上の企業の8割以上が業績
評価システムを導入している（厚生労働省，2007）。こ
うした状況を鑑みると，成果主義賃金システムがもたら
しうる職場の協力関係へのネガティブな影響は，日本企

業にとって憂慮すべき課題であり，その生起メカニズム
の検討が必要とされる。
　職場組織における個々の従業員からみた場合，個人の
特定の職務の遂行にインセンティブが付与される時，限
られた時間や資源の中で，組織市民行動などの他者や
職場全体に貢献する職務を優先して行うか，それとも
個人の職務を優先して行うかは，囚人のジレンマにおけ
る「協力」―「非協力」の選択関係に対応する（Rob & 

Zemsky, 2002）。もし，従業員がお互いに組織市民行動
をとることで協力しあえば，結果として個人の職務も効
率的に遂行でき，従業員全体が一定の報酬を獲得できる。
しかし，従業員が自身の報酬を最大化しようとするなら
ば，他者には協力せず，インセンティブの課された自身
の職務のみを行うことを選択するだろう。つまり，ある
従業員が組織市民行動をとる一方で，他の従業員がイン
センティブの課された特定の職務のみを行っている状況
では，組織市民行動への「ただ乗り」を許すことになり，
結果として組織全体のパフォーマンスや職場への満足感
が低下することになる。
　Burks et al.（2009）の実験では，参加者の同僚を相手
として想定させた囚人のジレンマゲームにおいて，もっ
とも純粋な成果主義賃金の形態である出来高給を採用し
ている会社の従業員は，時給やゲインシェアリング（従
業員の努力によるパフォーマンスの向上分を，割増報酬
として組織全体に支給すること）を採用している会社の
従業員よりも，相手の協力を裏切って「非協力」を選択
する比率が高かった。このことは，組織が金銭的なイン
センティブを用いて従業員を特定の職務に動機づけるこ
とで，従業員の協力行動への選好が減退する可能性を示
唆する。

制御焦点理論に基づく2つの接近動機づけ
　金銭的なインセンティブが従業員を個人の職務成果へ
と動機づける効果は，これまでに非常に多くの先行研究
で実証され，メタ分析によってその効果が確証されて
い る（Condly, Clark, & Stolovitch, 2003; Jenkins, Mitra, 

職務成果への報酬認知とプレッシャーが 
組織市民行動への選好に与える影響

―囚人のジレンマ状況を模した場面想定法による検討―

佐 藤 有 紀 1 ）　　五十嵐　祐 2 ）　　吉 田 俊 和 3 ）



― 40 ―

職務成果への報酬認知とプレッシャーが組織市民行動への選好に与える影響

Gupta, & Shaw, 1998）。このように，金銭的なインセン
ティブは，従業員の職務成果への接近動機づけを高めて
いると考えられる。
　一方，制御焦点理論（Higgins, 1997）によれば，接近
動機づけには，（1）望ましい結果として報酬の存在を想
定する場合と，（2）望ましい結果として罰の不在を想定
する場合の2種類がある。これを労働の文脈に置き換え
ると，（1）求められる職務成果を上げた場合の報酬に着
目し，成果を上げるべく奮起する場合と，（2）求められ
る職務成果を上げられなかった場合の罰に着目し，奮起
する場合とに区別される。制御焦点理論では，人間の快
楽追求の2つのモードとして，促進焦点と予防焦点を区
別している。促進焦点は，報酬の存在を志向し，利得を
最大化する方略を取ろうとするモードである。一方，予
防焦点は，罰の不在を志向し，損失を最小に抑える方略
を取ろうとするモードである。
　個人の認知的・行動的方略は，接近対象としての望ま
しい結果として，報酬の存在と罰の不在のどちらを想定
するかで異なってくる。促進焦点と予防焦点は，それぞ
れ利得の最大化と損失の最小化を実現しやすいように，
異なった認知傾向や行動傾向を強める。たとえば，促進
焦点は時間的に離れた目標達成への志向と関連し，予
防焦点は時間的に近接した目標達成への志向と関連す
る（Mogilner, Aaker, & Pennington, 2008; Pennington & 

Roese, 2003）。また，促進焦点はリスク・テイキング傾
向を高め，予防焦点はリスク回避傾向を高める（Crowe 

& Higgins, 1997）。さらに，促進焦点はポジティブな結
果をよりポジティブに，予防焦点はネガティブな結果
をよりネガティブに認知させる（Idson, Liberman, & 

Higgins, 2004）。促進焦点と予防焦点という2つのモード
は，これらの認知的・行動的傾向を活性化させ，利得の
最大化，および損失の最小化という目標の達成をうなが
す。

2 つの接近動機づけと長期的な視点に基づく協力選
択
　囚人のジレンマ状況では，自身の利得の最大化のため
に「非協力」を選択することが，必ずしも個人にとって
最適な結果をもたらすとは限らない。たとえば，囚人の
ジレンマゲームが繰り返し行われ，その回数をプレイ
ヤーが知らない場合，プレイヤーは互いに「協力」の選
択をすることで，最も利得を高めることができる。なぜ
なら，囚人のジレンマゲームで「非協力」を選択するこ
とは，相互協力によって得られる長期的な利得を手放す
ことにつながるからである。また，無限回反復型の囚人
のジレンマゲームにおける「しっぺ返し戦略」は，相手
の前回の選択を模倣し続けることで，相互協力による長

期的な利益を引き出すことができ，結果としてプレイ
ヤーに高い利得をもたらす（Axelrod, 1984）。職場に貢
献する職務を優先するか，それとも個人の職務を優先す
るかの選択は，無限回反復型の囚人のジレンマゲームと
して考えることができる。したがって，他の従業員との
長期的な相互作用を考慮すれば，「協力」の選択となる
組織市民行動は，最終的に自身の利得を高める可能性が
ある。
　従業員にとって，自身の職務の遂行にインセンティブ
が課された状況で，組織市民行動を行うことは，他の従
業員に「ただ乗り」される可能性もあり，リスキーな選
択である。しかし，職場組織において他者に協力するこ
とは，将来的に自身で解決できない問題に直面した時，
他者の力を借りることができるなど，独力では得られな
い成果の達成に結びつく可能性もある。したがって，職
場組織における組織市民行動への選好は，必ずしも職務
成果への接近動機づけに反しない。
　同様のことは，共同で利用するオフィスをすすんで掃
除することや，共有機器のメンテナンスをすすんで行う
など，公共財の形成への貢献にもあてはまる。Milinski, 

Semmann, & Krambeck（2002）の実験によると，公共
財の形成に貢献することはポジティブな評判を形成し，
将来，他者から協力される可能性を高める。したがって，
インセンティブが課された自身の職務よりも組織市民行
動を優先することは，将来的に高い職務成果を達成し，
利得を最大化するための有効な戦略となりうる。
　制御焦点に関するこれまでの議論から，成果主義賃金
システムの下で組織市民行動と個人の職務遂行との間に
ジレンマが生まれている場合，組織市民行動を選択する
従業員は促進焦点モードが活性化しており，（1）損失の
最小化より利得の最大化を志向する，（2）個人の目標の
達成に際して長期的な展望をもつ，（3）リスク・テイキ
ングを好み「ただ乗り」を恐れない，といった傾向をも
つことが予測される。一方，組織市民行動を選択しない
従業員は，予防焦点モードが活性化しており，望まれる
成果を達成できないことを恐れ，短期的な結果を重視し，
なるべくリスクを排除しようする傾向が強いことが予測
される。
　以上のことから，本研究では，個人の職務の遂行と組
織市民行動との間のジレンマが存在する状況において，
従業員の職務成果への接近動機づけが組織市民行動への
選好に与える影響を検討する。職務成果への接近動機づ
けは，（1）成果への報酬認知，（2）成果へのプレッシャー
の2種類に区別して測定を行う。成果への報酬認知とは，
期待される職務成果を達成した場合の報酬に焦点を当て
る場合の動機づけであり，促進焦点に対応する。一方，
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成果へのプレッシャーとは，期待される職務成果を達成
できなかった場合の罰に焦点を当てる場合の動機づけで
あり，予防焦点に対応する。

本研究の対象者
　本研究では，組織によって自身の職務を明確に定義さ
れている従業員を対象に検討を行う必要がある。そのた
め，目標管理システム（従業員一人一人に半年や一年単
位の職務目標を設定し，その達成度の評価を行う一連の
システム）を適用されている従業員を分析の対象とす
る。成果主義賃金システムを導入する場合，およそ9割
の組織がこの目標管理システムを併用するとされ（笹島，
2002），これらの組織では各従業員の職務目標に対する
達成度に基づき，従業員の給与を変動させている。
　また本研究では，成果主義賃金の課された自身の職務
と組織市民行動のいずれを優先するかを決定する囚人の
ジレンマ状況において，成果への報酬とプレッシャーが
それぞれ組織市民行動への選好に及ぼす影響を，場面想
定法を用いて検討する。本研究では特に，実際に成果主
義賃金システム下で働く従業員の行動選択傾向に注目す
る。回答者である従業員が，職場での長期的な相互協力
関係を考慮して行動選択を行うには，自身の職場での行
動をイメージして回答を行う必要がある。したがって，
本研究では成果主義賃金システムを適用されている従業
員とそれ以外の従業員を区別して分析し，本研究の仮説
が実際に成果主義賃金下で働く従業員において支持され
ることを確認する。

本研究の仮説
　本研究では，以下の2つの仮説について検討を行う。

　仮説1　 成果への報酬認知が高い従業員は，個人の職
務よりも組織市民行動を選好する。

　仮説2　 成果へのプレッシャーが高い従業員は，組織
市民行動よりも個人の職務を選好する。

方法

調査時期
　調査は，2012年10月から11月にかけて実施された。

調査方法
　愛知県内の複数の大学で心理学の講義を受講する学生
930名に質問紙を配布し，学生の保護者や知人などの社
会人サンプルに回答を依頼した。質問紙は，回答者への
謝礼であるボールペンとともに一部ずつ封筒に入れて配
布され，プライバシー保護のために回答者自身が厳封す
るように教示を行った。回答後の質問紙は，学生を通じ
て調査者に返却された（回収数319部）。調査への参加
は任意であった。

手続き

　本研究では，Burks et al.（2009）の質問紙実験を参考
に，従業員の成果への報酬認知とプレッシャーをそれぞ
れ測定したのち，場面想定法を用いて，囚人のジレンマ
状況を模した職務遂行場面における組織市民行動への選
好を測定した。

測定項目
　デモグラフィック変数　年齢，性別，勤続年数，業種，
職種，週あたり就労時間，成果主義賃金の適用年数を尋
ねた。
　目標管理システムの適用の有無　「あなたの会社，お
よび職場では，一年や半年といった短期での目標設定が，
個人ごとに行われますか？（あなた自身が当てはまらな
い場合は「いいえ」でお答えください）」という項目に「は
い」または「いいえ」で回答を求め，目標管理システム
導入の有無を尋ねた。
　成果主義賃金システム適用の有無　「あなたの会社，
および職場では，目標の達成度の評価によって，基本給
や賞与などの給与が一部変動しますか？」という項目に，

「はい」または「いいえ」で回答を求め，回答者自身が
実際に成果主義賃金システムを適用されているか否かを
尋ねた。
　成果への報酬認知　「目標のために努力することは，
よりよい報酬に結びつく」，「目標のために努力すれば，
よりよく報いられる」，「目標のための努力しだいで，よ
りよい処遇を受けられる」の全3項目を作成し，「全く
当てはまらない（1点）」から「非常に当てはまる（5点）」
までの5件法で回答を求めた。
　成果へのプレッシャー　「目標の達成に関して，プレッ
シャーを感じる」，「目標の達成に関して，悪い評価を受
けるのがこわい」，「目標の達成に関して，重圧を感じる。」
の全3項目を作成し，「全く当てはまらない（1点）」から「非
常に当てはまる（5点）」までの5件法で回答を求めた。
　ジレンマ状況における組織市民行動への選好　場面想
定法による組織市民行動への選好を測定した。教示文で
は，回答者がある商品の小売店の販売員であり，売り上
げ目標の達成度によって賃金の一部が変動する成果主義
賃金システムを適用されていることを想像するよう求め
た。その上で，突発的に職場や他者への協力の必要性が
生じるという3つのシナリオを提示し，これらの状況で，
組織市民行動を優先するか（「協力」），それとも自身の
目標達成を優先するか（「非協力」）を選択させた。提示
したシナリオをTable 1に示す。場面①は公共財の形成
への貢献，場面②と③は対人的な協力の場面である。
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結果

回答者の属性と記述統計量　
　本研究では，319名の回答者のうち，職場で目標管理
制度を適用されている従業員175名のデータを分析対象
とした。Table 2に回答者の属性を示す。
　成果への報酬認知およびプレッシャー得点は，尺度項
目得点の平均値を分析に用いた。全サンプルを対象にし
て算出したクロンバックの信頼性係数は，成果への報酬
認知（a = .89），成果へのプレッシャー（a = .84）のい
ずれにおいても十分に高く，尺度の内的整合性が確認さ
れた。場面想定法で測定された組織市民行動への選好に
関しては，それぞれのシナリオについて，組織市民行動
に関する選択を行った場合を1（「協力」），自身の目標

達成を優先する選択を行った場合を0（「非協力」）とし
て得点化した。
　以下では，成果主義賃金システムを適用されている従
業員サンプルと，適用されていない従業員サンプルを区
別して分析を行う。各サンプルにおける変数の平均値お
よび標準偏差，変数間の相関係数をTable 3，Table 4に
示す。成果主義賃金システム非適用サンプルにおいての
み，場面③での組織市民行動への選好と性別の間に相関
が見られ，男性の方が組織市民行動を選択しやすいとい
う傾向がみられた。しかし，その他のデモグラフィック
変数は，組織市民行動への選好と明確な関連を示さな
かった。

仮説の検討
　まず，全サンプルを対象に，組織市民行動への選好（組

Table 2　回答者の属性

属性名 各属性度数

性別 男性126名，女性49名

業種
建設業9名，製造業58名，運輸・郵便業8名，卸売・小売業19名，教育・学習支援業8名，

宿泊・飲食・娯楽サービス業10名，医療・福祉23名，公務17名，その他20名，不明3名

職種
専門・技術職47名，事務職39名，営業職15名，販売・サービス職20名，医療・福祉職17名，

製造・運輸・作業職26名，教育職6名，その他4名，不明1名

雇用形態 正社員153名，パート・アルバイト12名，契約社員8名，派遣社員1名，不明1名

職位 一般社員87名，係長級29名，課長級38名，部長級17名，それ以上2名，不明2名

成果主義賃金
システム

適用されている　  85名（平均適用期間14.4年，年収の平均12.0％が成果に基づき変動）

適用されていない  90名

Table 1　場面想定法による組織市民行動への選好に用いたシナリオ

場面番号 項目文 選択肢

場面①

　あなたは，今期の売上目標の達成があやぶ
まれており，売り上げを上げるために積極的
に接客を行っています。しかし先ほど，あな
たの職場で用いる機器にトラブルが発生し，
スタッフの誰かが機器のメンテナンスにあた
る必要があります。

A

B

あなたは…
いずれは手の空いた誰かがメンテナンスを行
うため，自身は売り上げを伸ばすことに尽力
する。
売り上げを伸ばすことは後回しにして，機器
のメンテナンスにあたる。

場面②

　あなたは，なんとかして今日中に，今期の
販売の売り上げ目標を達成しなければなりま
せん。売り場で積極的な接客を行っている最
中に，あなたの後輩がやってきて，自分の代
わりにクレームの電話に対応してほしいとお
願いされました。

A

B

あなたは…
今接客を中断すれば売り上げを逃す可能性が
あるので，後輩には自分で対応するか，他の
スタッフに頼むよう告げる。
自分の売り上げを逃すかもしれないが，接客
を他のスタッフにまかせ，後輩の代わりにク
レームに対応する。

場面③

　あなたは，なんとか今日中に，今期の売り
上げ目標を達成できそうです。そこで，売り
上げを伸ばせないでいる同僚が，「接客にあた
りたいので，顧客データの入力作業を代わっ
てほしい」と頼んできました。

A

B

あなたは…
 自分の売り上げ目標は達成できそうなので，
すぐに作業を代わる。
まだ自分の売り上げを伸ばす必要があるの
で，目標を達成してから代わる。

注）記号に○のついた選択肢が組織市民行動である。
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織市民行動の選択 = 1，自身の職務の選択 = 0）に関して，
3つの場面間でクラメールの連関係数Vを算出した。分
析の結果，いずれの連関係数も統計的に有意とはならな
かった（場面①－場面③：V = .092，場面②－場面③：
V = .090，場面①－場面③：V = .112, ps > .10）。そこで
本研究では，成果への報酬認知とプレッシャーが，3つ
の場面それぞれにおける組織市民行動への選好に対して
与える影響について，個別に検討することとする。

成果主義賃金システム適用者の分析

　はじめに，成果主義賃金システムを適用されている従
業員サンプル（n = 85）において，本研究の仮説を検討
した。本研究で用いた場面想定法では，登場人物が成果
主義賃金を課されているという状況を設定している。し
たがって，成果主義賃金システムを適用されている従業
員サンプルの行動選択は，実際の職場での行動をある程
度反映していると考えられる。

Table 3　成果主義賃金適用者サンプルの属性および主な変数間の相関係

M （SD） 1 2 3 4 5 6 7 8

1. 年齢 45.82 （10.19）

2.  性別 
（男性 = 1,女性 = 0） .44 ***

3. 勤続年数 22.76 （11.20） .79 *** .46 ***

4.  週当たり就労時間数 44.36 （11.31） .08 .20 † .11

5.  成果への報酬認知  3.22 （0.91） .00 .14 .10 .12

6.  成果へのプレッシャー  3.09 （0.99） .03 .04 .09 .07 .09

7.  組織市民行動への選好
（場面①）  0.73 （0.45） .09 .10 .03 .02 .02 .24 *

8.  組織市民行動への選好
（場面②）  0.69 （0.47） .02 .07 .06 .04 .22 * .18 .17

9.  組織市民行動への選好
（場面③）  0.80 （0.40） .01 .03 .04 .01 .07 .11 .18 .15

†p < .10,  *p < .05,  **p < .01,  ***p < .001

Table 4　成果主義賃金非適用者サンプルの属性および主な変数間の相関係数

M （SD） 1 2 3 4 5 6 7 8

1. 年齢 45.39 （11.19）

2.  性別 
（男性 = 1,女性 = 0） .07

3. 勤続年数 16.96 （13.09） .58 *** .32 **

4.  週当たり就労時間数 43.03 （21.76） .05 .34 ** .21 *

5.  成果への報酬認知  2.74 （1.01） .06 .06 .21 * .01

6.  成果へのプレッシャー  2.84 （0.97） .16 .02 .07 .06 .10

7.  組織市民行動への選好
（場面①）  0.67 （0.47） .07 .00 .13 .02 .18 † .13

8.  組織市民行動への選好
（場面②）  0.70 （0.46） .13 .16 .05 .09 .19 † .13 .05

9.  組織市民行動への選好
（場面③）  0.72 （0.45） .02 .26 * .09 .08 .08 .12 .07 .30 **

†p < .10,  *p < .05,  **p < .01,  ***p < .001
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　各場面での組織市民行動への選好を従属変数とし，成
果への報酬認知とプレッシャーを独立変数とするロジス
ティック回帰分析を行った（Table 5）。その結果，場面
②においてのみ，成果への報酬認知が組織市民行動への
選好に有意な正の影響を与えていた。また，成果へのプ
レッシャーが場面①，②における組織市民行動への選好
に負の影響を与える傾向が示された。
　以上の結果は仮説1を部分的に支持し，職務成果への
接近動機づけにつながる報酬認知が，組織市民行動への
選好を増大させる可能性が，場面②においてのみ示され
た。また，仮説2は場面①，②において支持され，成果
へのプレッシャーが組織市民行動への選好を減退させる
可能性が示された。

成果主義賃金システム非適用者の分析
　つづいて，成果主義賃金システムを適用されていない
従業員サンプル（n = 90）を対象に，同様の分析を行っ
た（Table 6）。
　分析の結果，成果主義賃金システムを適用されている
サンプルとは対照的に，場面①，②における組織市民行
動への選好に対して，成果への報酬認知が負の影響を与
える傾向が示された。一方で，成果へのプレッシャーは，
いずれの場面においても有意な効果を示さなかった。し
たがって，仮説1，2はいずれも支持されなかった。

考察

本研究の結果の概要
　本研究では，制御焦点理論（Higgins, 1997）の枠組み
から，従業員の職務成果への接近動機づけを，望まれる
職務成果を上げた際の報酬に着目する動機づけと，職務

成果を上げられなかった場合の罰に着目する動機づけの
2種類に分類し，それぞれの動機が職場や他者への協力
への選好に異なる影響をもたらす可能性を検討した。囚
人のジレンマゲームを模した場面想定法による検討の結
果，実際に成果主義賃金システムが適用されている従業
員サンプルにおいて，成果へのプレッシャーは組織市民
行動への選好を低下させる傾向を示した。一方，成果へ
の報酬認知は，一部の場面でのみ組織市民行動への選好
を高めた。また，成果主義賃金システムが適用されてい
ない従業員サンプルでは，成果への報酬認知が組織市民
行動への選好を低める傾向がみられた。
　また，成果主義賃金システムを適用されている従業員
サンプルと，それ以外のサンプルとで，相反する結果が
示されたのには，以下のような理由が考えられる。本研
究で用いた場面想定法は，成果主義賃金システムを適用
されていない従業員にとって，自身の日常的な行動を反
映するものというよりは，成果主義賃金が適用システム
された従業員がいかなる行動をとるかを推測させるもの
である。つまり，成果主義賃金システムを適用されてい
ない従業員サンプルの場合，場面想定法における行動選
択は，成果主義賃金システムに対する素朴なイメージを
反映していると考えられる。おそらく，成果主義賃金シ
ステムを適用されていない従業員サンプルは，自身が成
果主義賃金を適用された場合，報酬と他者や職場への協
力は両立できないと考えたのであろう。
　なお，本研究では，予測に反して，3つのジレンマ場
面間で組織市民行動に対する一貫した選好がみられな
かった。場面ごとの分析の結果，場面②でのみ，成果主
義賃金適用者サンプルにおいて，成果への報酬認知が組

Table 5　成果への報酬認知及びプレッシャーが組織市民行動への選好に与える影響 
（成果主義賃金システム適用者サンプル）

組織市民行動への選好

場面① 場面② 場面③

成果への報酬認知 0.15 (0.36~0.66) 0.50 （0.02~1.02）* 0.21 (0.80~0.33)

成果へのプレッシャー 0.61 (1.20~0.09) * 0.49 （1.04~0.01）† 0.28 (0.26~0.82)

†p < .10,  *p < .05　表中の値は偏回帰係数，（ ）内は95％信頼区間

Table 6　成果への報酬認知及びプレッシャーが組織市民行動への選好に与える影響 
（成果主義賃金システム非適用者サンプル）

組織市民行動への選好

場面① 場面② 場面③

成果への報酬認知 0.46 (0.98~0.02) † 0.41 （0.92~0.06）† 0.22 (0.73~0.25)

成果へのプレッシャー 0.35 (0.11~0.84) 0.27 （0.77~0.20） 0.31 (0.17~0.81)

†p < .10,  *p < .05　表中の値は偏回帰係数，（ ）内は95％信頼区間
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織市民行動への選好を高めていた。場面②における組織
市民行動は，他の2つの場面とは異なり，職場の先輩と
しての役割行動を含んでいる。したがって，こうした役
割が組織市民行動を促した可能性が考えられる。また，
成果へのプレッシャーについては，場面①と場面②にお
いてのみ，組織市民行動への選好を減退させる可能性が
示された。場面③で同様の関連がみられなかったのは，

「売り上げ目標が達成できそうである」という状況設定
のために，自身の職務の緊急性の認知が低減し，組織市
民行動と自身の職務成果がトレードオフであることを意
識しなくなったためと考えられる。

本研究の意義
　成果主義賃金と従業員の組織市民行動に関する従来の
研究では，報酬を課題成績に依存させる実験的アプロー
チ（e.g., Wright, George, Farnsworth, & McMahan, 1993）
や，職務成果と給与の結びつきの程度を尋ねる調査研究
のアプローチ（e.g., Deckop, Mangel, & Cirka, 1999）が
主に採用されてきた。しかし，こうした従来の方法では，
成果主義賃金システムが従業員にいかなる動機づけを喚
起させるのかを明らかにすることは難しい。
　本研究では，制御焦点理論の知見に基づいて，従業員
の職務成果への接近動機づけを，報酬の存在に接近しよ
うとする促進焦点モードの動機と，罰の不在に接近しよ
うとする予防焦点モードの動機に区別した。本研究の知
見に基づくと，職務成果への接近動機づけが喚起される
場面において，従業員の協力行動が阻害されるのは，従
業員が達成に伴う報酬を認知する場合ではなく，むしろ
不達成へのプレッシャーが喚起される場合であることを
示唆する。この知見は，今後成果主義賃金システムが定
着していくことが予想される日本企業において，従業員
が直面する特定の職務と組織市民行動の遂行のジレンマ
の問題を解決し，効率的な職場づくりを行うための糸口
を提供すると考えられる。
　また，成果主義賃金システムを適用されていない従業
員サンプルは，成果主義賃金システムを適用されている
従業員サンプルとは対照的に，成果への報酬認知が協力
行動を減退させるような行動傾向を示すと認知してい
た。この結果は，成果主義賃金システムの非適用者が成
果主義に対して抱く素朴なイメージを反映していると推
測される点で，興味深い示唆を提供する。まず，現在の
日本における成果志向の強まりという潮流の中で，成果
主義賃金システムの導入を検討する企業の従業員は，成
果主義賃金システムに対して実情とは異なるステレオタ
イプ的な認識を抱いている可能性がある。本研究の知見
は，成果主義賃金システムの導入を検討する企業に対し
て，成果への動機づけと協力行動が二者択一であるとい

うステレオタイプ的な認識が誤解であることを示すとと
もに，従業員の組織市民行動を阻害しないシステムの導
入に向けて，より建設的な方向性を示すものである。

本研究の限界
　本研究では，従業員の職場内での役割や，その認知に
ついて考慮した検討がなされていない。たとえば，機器
メンテナンスのスキルや，クレーム対応のスキルといっ
た技術や能力に応じて，職場内で暗黙のうちに従業員の
役割定義がなされている可能性は十分に考えられる。こ
のような場合，技術や能力を持ち合わせない従業員が，

「職場から求められる役割は，自身の職務を遂行し続け
ることである」と認識して行動することを，職場におけ
る非協力行動として解釈することは難しい。本研究の結
果は，報酬獲得に基づく動機づけが従業員の役割の幅を
広げることを間接的に示唆しているが，個人の適性や能
力に基づいて形成されうる職場内でのインフォーマルな
役割定義が，本研究で明らかにされたプロセスに影響を
与える可能性も考慮する必要があるだろう。
　また，本研究では成果に応じた給与の変動が年収の平
均10％程度である従業員サンプルを分析の対象として
おり，給与のすべてが職務成果に依存しているわけでは
ない。このように，現在の日本企業では，一部の給与（多
くの場合は賞与）のみを変動させるシステムが一般的で
あり，Burks et al.（2009）の実験のサンプルのように，
完全出来高給で働く従業員に本研究の知見を適用するこ
とには，慎重な議論が必要である。
　本研究の手続き的側面における問題点としては，3つ
の組織市民行動場面での選択に相関が見られず，組織市
民行動への選好という単一の構成概念の測定に失敗した
ことが挙げられる。この原因として，それぞれの場面に
含まれていた情報の差異の他に，「前の場面では他者に
協力したので，次の場面では自分の仕事を選択してよい
だろう」というように，測定上のバイアスとして，回答
者が設問間で回答にバランスを取ってしまった可能性が
考えられる。今後は，設問のカウンターバランスなどを
行うことで，こうした測定バイアスの問題を解決すると
ともに，回答者が場面内のどのような情報に反応して行
動を決定しているのかについても，より詳細に検討する
必要がある。

今後の展望
　今後の研究では，従業員をとりまくいかなる要因
が，組織市民行動に対する従業員の動機づけを決定す
るのかを検討する必要がある。本研究では，成果への
プレッシャー，すなわち罰の不在を目指した動機づけ
が，従業員の組織市民行動を阻害する可能性が示された。
Higgins（1997）によれば，このような動機づけは人間
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が生得的に持つ安全への欲求によって生じるとされる。
したがって，従業員の生活を脅かしうるほどの給与変動
は，成果への報酬認知よりもプレッシャーを喚起しやす
くなる可能性がある。今後の研究では，従業員の制御焦
点と職務環境変数との関連を検討し，特に従業員の予防
焦点を強める環境要因を特定・改善していくことが必要
であると考えられる。
　また，報酬制度それ自体が組織市民行動に与える影響
だけでなく，職務目標のフレーミングが与える影響も考
慮する必要がある。Brockner & Higgins（2001）は，組
織が従業員に対し，理想に焦点を当てる言語を使用した
り，良い成果に対してポジティブフィードバックを行う
場合，従業員は促進焦点を強めるが，責任や義務に焦点
を当てる言語を使用したり，悪い成果に対しネガティブ
フィードバックをする場合には，従業員は予防焦点を強
めると主張している。今後の研究では，目標管理システ
ムにおいて用いられている言語フレーミング等に着目
し，いかなるレトリックの使用が従業員の制御焦点に影
響を及ぼすかを検討することが有用であろう。このよう
に，従業員の動機づけに関与する要因を詳細に検討し，
適切に報酬システムを運用する方法を探ることは，従業
員の職務への動機づけと職場内の組織市民行動の両立に
大いに貢献すると考えられる。
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ABSTRACT

The effects of reward expectation for performance and performance pressure on 
employees’ preference for organizational citizenship behavior:

Investigation using hypothetical Prisoner’s Dilemma

Yuki SATO, Tasuku IGARASHI and Toshikazu YOSHIDA

Today, most Japanese corporations implement a merit pay or pay-for-performance system in order 

to enhance job performance. This study investigated the effect of pay-for-performance system on em-

ployees’ preference for organizational citizenship behavior using the hypothetical Prisoner’s Dilemma. 

Based on regulatory focus theory (Higgins, 1997), we focused on reward expectation for performance 

(e.g., promotion) and performance pressure (e.g., fears of failure), both of which presumably affect 

employees’ approach motivation in a different way. We hypothesized that employees’ reward expecta-

tion for performance increases their preference for organizational citizenship behavior while perfor-

mance pressure decreases it. Three hundred and nineteen Japanese employees completed a take-home 

questionnaire; however, we only examined 175 of those (126 men and 49 women) who were working 

under management by objectives. Logistic regression analysis confirmed our hypotheses, suggesting 

that under pressure employees prioritize their individualized objectives rather than cooperate with 

others for a common goal. Expectation for reward increased employees’ preference for cooperative 

behavior when a situation calls for dealing with a coworker’s favor. Furthermore, these results were 

seen only for employees under pay-for-performance system such that those under the traditional sys-

tem showed the reverse trend. Future studies should examine situational factors as well as each em-

ployee’s approach motivation.

Key words:  pay-for-performance system, organizational citizenship behavior, regulatory focus, hypo-

thetical situation method


