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柔軟性志向の人材開発施策が従業員
パフォーマンスに与えるクロスレベルの影響：
適合理論の視点から
竹

内

規

彦

竹

内

倫

和

本研究では, 適合理論における組織及び個人両レベルからの視点の統合を試み,
変化し続ける企業の外的環境に対して, 柔軟性志向の戦略的人材開発施策が組織内
の従業員パフォーマンスにいかなる影響を与えるかについて, 独自の仮説モデルを
提起しその検証を行った。組織及び個人の縦断的階層データを基にしたマルチレベ
ル分析から, 本研究で設定した柔軟性志向の人材開発 3 施策のうち, 組織レベルの
包括的教育訓練と行動柔軟性の 2 側面が, 従業員レベルの個人−職務適合知覚を高
め, 更に高められた個人−職務適合知覚は, 従業員の役割内・役割外パフォーマン
スの向上に寄与していることが確認された。一方, スキルの多様化を目指す組織の
取り組み（スキル柔軟性）は, 従業員パフォーマンスに負の影響を示していた。こ
れらの結果を踏まえ, 本研究の理論的貢献及び実践的含意が議論された。
キーワード

柔軟性, 戦略的人材開発, 適合理論, マルチレベル分析

1

研 究 の 目 的

近年, 組織の人材マネジメント施策と企業の持続的競争優位との関係に焦点を合わせる戦
略的人的資源管理 (SHRM) の領域では,「適合理論 (congruence theory)」を基軸にした人
材マネジメント施策とそれを通じた持続的競争優位確立の可能性について議論されつつある
(Bhattacharya, Gibson, & Doty, 2005 ; Werbel & DeMarie, 2005 ; Wright & Snell, 1998)。従来,
SHRM 研究では,「一時的な適合性｣ (fit) を重視する研究が圧倒的に多かった。すなわち,
HRM 施策間の内的な整合性に代表されるシステムとしての HRM が企業の競争優位を導く
とする「コンフィギュレーション適合仮説｣ (e.g., Takeuchi, Wakabayashi, & Chen, 2003) や
企業の HRM 施策と経営戦略との外的な整合性によって企業の競争優位が説明されるとする
「コンティンジェンシー適合仮説｣ (e.g., Takeuchi, 2009 ; Takeuchi, Chen, & Lam, 2009) な
ど, これまでの SHRM 研究における HRM −企業業績を説明するフレームワークは, いず
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れも組織内外における一定の条件との「一時的な適合性」を前提とする議論が中心であった
といえる。こうした中, 最近の研究 (




 
et al., 2008 ; Bhattacharya et al., 2005 ;
Ngo & Loi, 2008 ; Wright & Snell, 1998) では, 企業の持続的競争優位の確立過程において,
人材マネジメントにおける静態的な適合の側面だけでなく, 環境変化にフレキシブルに適合
し続ける人材マネジメントの「柔軟性 (flexibility)」の側面についても, 十分に考慮される
必要がある点が指摘されている。柔軟性とは,「企業を取り巻くダイナミック（動態的）な
競争環境から生じる様々な要求に, 企業が応答し適応する能力｣ (Sanchez, 1995) を指す。
本研究ではこれまでの SHRM 研究において, 持続的な競争優位性との関連が指摘されて
いる企業内の人的資本の開発, 転移, 蓄積の側面に着目し, 従業員の教育・開発部分に特化
した「人材開発」の柔軟性に焦点を合わせる。すなわち, 柔軟性を促進する企業の人材開発
施策として, ①包括的教育訓練, ②従業員スキル柔軟性, ③従業員行動柔軟性の 3 施策を含
む「戦略的人材開発施策 (strategic HRD practices)」が組織内の従業員行動・成果に与える
影響について検討する。とりわけ, 組織及び個人レベルにおける適合理論のフレームワーク
から, 組織レベルでの人材開発の柔軟性施策が, 個人レベルでの個人と職務との適合知覚を
促進し, その結果従業員の職務成果に影響を与えるとするマルチレベルでの媒介モデルを提
起し, 事業所・個人の両レベルの階層構造をもつ時系列調査データから実証的に検討する。
2

理論及び仮説

2.1 戦略的人材開発施策と柔軟性
戦略的人材開発については, これまで様々な定義がなされているが, 研究者間でおおよそ
一致している点は, 戦略的人材開発はより広範な人材マネジメントの活動領域をもつ
SHRM の一部として捉えられている点である (Garavan, 2007 ; Grieves, 2003)。すなわち,
戦略的人材開発は, HRM の諸機能のうち特に教育や能力開発機能に焦点が当てられている
ものであるが, 企業の持続的な競争優位確立のための手段として人材開発を捉える視点をも
つ。
近年, 企業の持続的競争優位確立のための 1 つのアプローチとして注目されているのが,
組織の外部環境に絶えず動態的に適応する能力, すなわちダイナミック・ケイパビリティ
(dynamic capability) の組織内への組み込みである (Eisenhardt & Martin, 2000 ; Teece, Pisano,
& Sheuen, 1997 ; Zollo & Winter, 2002)。市場環境が非断続的に変化するタービュラントな
経営環境下においては, 環境と組織との一時点での適合関係 (fit) は必ずしも永続的な競争
優位性を説明しえず, むしろ組織内において, 外部の経営環境に動態的に適応し続けること
が可能な柔軟性を保有することが求められる。すなわち, 組織外部の動態的な変化は, 企業
に事業目標や戦略の調整や転換等に伴う組織の再編や制度・施策の変更・修正・変革などを
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もたらしうる。こうした戦略・組織面での種々の変更や変革が, 程度の差こそあれ，従業員
各人の職務割り当てや職務自体の要求に, さらに変化をもたらすことになる。とりわけ, 市
場環境がダイナミックに変化する環境下では, 企業は柔軟性志向の人材開発施策を実行する
ことにより, 従業員に職務役割や要求の変化に対応できる幅広いスキルや多様な行動スクリ
プトを持つように促すことで, より永続的な競争力を高めることが可能になると考えられて
いる (Wright & Snell, 1998)。本研究では, こうした近年の適合理論を踏まえ, 組織内での
人材の柔軟性を促進する人材開発施策を, 戦略的人材開発施策と捉えることとする。また,
既存研究のレビューから, 戦略的人材開発施策には以下の 3 つの要素が含まれる。
第 1 に,「包括的教育訓練｣ (comprehensive training）の存在があげられる (Snell & Dean,
1992 ; Whitener, 2001 ; Wright & Snell, 1998)。従業員一人ひとりにより体系的, かつ制度化
された教育訓練機会を提供することは, 市場環境の非連続的な変化に対応し, 企業が予測困
難な環境変化に適応しつつ持続的な競争力を発揮する上で, 極めて重要な意味をもつ。とく
に, この包括的教育訓練は幅広くかつ先進的なスキルや行動スクリプトを身につける組織内
人材育成のための制度的な骨子 (Bhattacharya et al., 2005 ; Wright & Snell, 1998) であり,
また多くの研究において高業績を導く HRM システムの構成要素の 1 つ (Snell & Dean, 1992;
Whitener, 2001) として捉えられている。第 2 に,「従業員スキル柔軟性｣ (employee skill
flexibility) を指摘できる (Wright & Snell, 1998)。すなわち, 企業を取り巻く外的環境が不
確実かつ非連続的に変化していく中で, 常に環境に適応し, 競争優位を発揮していくために
は, 従業員がもつスキル面での多様性が求められる点が指摘されている (Wright & Snell,
1998)。第 3 に,「従業員行動柔軟性｣ (employee behavioral flexibility）が挙げられる (Wright
& Snell, 1998)。これは, 定型の行動ではなく, 特定の状況から発生する組織内のニーズや
要求に沿って適応可能な「自身の行動スクリプトのレパートリー」の多さ (Wright & Snell,
1998) であると説明されている。

2.2 適合理論に基づく戦略的人材開発施策の組織内影響過程
本研究で注目するのは, 上記に定義した柔軟性志向の戦略的人材開発施策が, 組織内の従
業員パフォーマンスにどのように影響を与えているかに関するプロセスの解明である。すで
に, 柔軟性志向の戦略的人材開発施策が, 組織レベルのパフォーマンス（企業業績等）に貢
献している点は, 既存研究で幾つか報告されている (




 
et al., 2008 ; Bhattacharya
et al., 2005 ; Ngo & Loi, 2008)。しかしながら, これら戦略的人材開発施策が, 組織内にい
かなる影響を及ぼしているかに関しては, 未だほとんど検討がなされていない。こうした組
織の人材開発施策が, 従業員個人のパフォーマンス, ひいては組織の競争優位に影響を与え
るプロセスを説明する理論の 1 つとして, 適合理論 (congruence theory) が挙げられる。本
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柔軟性志向の戦略的人材開発施策，個人−職務適合，
及び従業員パフォーマンスの関係：本研究の分析枠組み

Time 1

Time 2

独立変数

媒介変数

結果変数

組織レベル

個人レベル
（本人評価）

個人レベル
（上司評価）

柔軟性志向の
戦略的人材開発施策

包括的能力開発

個人

仮説 1a

→ 仮説 4a, 4b, 4c →

スキル柔軟性

仮説 1b

仮説 2

役割内パフォーマンス

個人−職務適合知覚
→ 仮説 5a, 5b, 5c →

行動柔軟性

従業員パフォーマンス

職務適合

仮説 3

役割外パフォーマンス

仮説 1c

研究では, この適合理論を組織及び個人の 2 つのレベルから捉え, 戦略的人材開発施策が従
業員パフォーマンスに与える媒介モデルを提起する。
図 1 は, 組織レベル及び個人レベルの適合理論を応用し, 設定した戦略的人材開発３施策
と従業員パフォーマンスとの関係に関する本研究の仮説モデルである。まず第 1 に, 図 1 の
左側から, 本研究では, 柔軟性志向の戦略的人材開発施策が従業員の個人−職務適合 (person-job fit) を高める方向に作用すると仮定する。個人−職務適合は, 個人と環境との適合
関係と従業員行動との関係に焦点を合わせる個人−環境適合 (person-environment fit) 理論
の中の鍵概念であり, ①職務要件と個人の能力との適合 (demands-abilities fit：要件−能力
適合), もしくは②個人の欲求と職務が供給（提供）する内容との適合 (needs-supplies fit：
欲求−供給適合）のいずれかを含む概念である (Edwards, 1991)。本研究では, スキルや行
動など従業員の能力面での柔軟性を高める施策との関係について議論するため, 前者の要
件−能力適合概念に基づく個人−職務適合の側面を扱う。
組織レベルの適合理論 (e. g., Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988 ; Wright & Snell, 1998)
では, 企業の外部環境の変化に伴い引き起こされうる組織や職場内部での種々の変化（個人
の仕事環境や職務上の要件の変化など）に対して, 従業員は「継続的な適合｣ (continuous
fit) を果たすことが重要であると指摘されている。すなわち, 企業の外的な環境変化は, そ
の変化の程度によって, 組織目標や事業戦略の見直しを伴う場合や, 仮にそこまでの組織変
革を要しない場合であっても, 組織内の個人の役割や職務の割り当て, ないしは職域の範囲
などに影響を与えることが十分に考えられる。企業の外的環境が絶えず動態的かつ不規則に
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変化し続けることを勘案すると, 個人に対し静態的かつ一時的な適合ではなく, 柔軟性を前
提とする継続的な適合が要求されるといえる。この前提に立てば, 企業が包括的な人材開発
に取り組み, 従業員のスキルや行動面での柔軟性を促進する戦略的人材開発施策は, 組織の
外部環境の変化とそれに対応するための内部での職務要件の変化を「接合」する重要な役割
を果たし, 絶えず従業員個人の能力と変化する職務要件での適合性を高めている可能性を指
摘することができる。従って, 柔軟性志向の戦略的人材開発施策は, 個人レベルでの個人−
職務適合と正の関係を持つことが考えられ, 以下の仮説が設定された。

仮説 1 ：柔軟性志向の戦略的人材開発施策（仮説 1a：包括的教育訓練, 仮説 1b：スキル
柔軟性, 及び仮説 1c：行動柔軟性）は, 従業員の個人−職務適合知覚に正の関係
を示すだろう。

一方, 図 1 の右側では, 個人−職務適合が 2 種類の従業員パフォーマンスに関係している
ことを仮説化している。近年の従業員パフォーマンス研究では, 従業員の職務成果は, 個々
人の仕事目標などによって規定される職務役割内での成果と, 職場や組織の文脈を踏まえ,
従業員が自己の役割を超えて, 組織や職場にとって必要な役割を自発的かつ任意に行う職務
役割外成果の 2 つの存在が指摘されている (e. g., George & Brief, 1992)。本研究では, 前者
を「役割内パフォーマンス｣, 後者を「役割外パフォーマンス」と捉える。
個 人 レ ベ ル の 適 合 理 論 (e. g., Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005 ; Lauver &
Kristof-Brown, 2001) では, 人間行動は個人と環境との相互作用及び適合度によって, ある
程度説明可能であると捉えている。すなわち, 個人−環境適合の研究枠組みでは, 効果的な
人間行動は, 与えられた職務で求められる要件と従業員個人の能力との一致度が高い場合に
期待できるとされており, 個人−職務適合は職務成果の重要な予測変数であることを示唆し
ている。具体的には, 仮に個人の能力水準が所与の職務要件に対して低すぎる場合, その個
人の仕事プロセスは非効率的となり, 職務成果の質も低下することが考えられる。一方で,
個人の能力水準が所与の職務要件に対して高すぎる場合, その個人は職務に対し無関心, な
いしは無頓着になる傾向がある点が指摘されている (e. g., Cable & DeRue, 2002)。
また, Campbell (1990) の職務成果理論によれば, パフォーマンスは行動と一致し, 上述
の効果的な人間行動と高い職務成果とをほぼ同一の概念として捉えることが可能である。更
にこのパフォーマンスは, 単に中核的な職務の熟達度 (core task proficiency) のみを指すの
ではなく, 個人の所与の役割を超えた自発的な行動によっても指標化される概念であり
(Campbell, 1990), 本研究の役割内・役割外の双方の従業員パフォーマンスを包含している。
以上, 個人レベルの適合理論から, 従業員の個人−職務適合知覚は, 従業員の役割内及び
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役割外パフォーマンスを高める方向に作用する点が考えられ, 以下の仮説が設定された。

仮説 2 ：従業員の個人−職務適合知覚は, 従業員の役割内パフォーマンスに正の関係を示
すだろう。
仮説 3 ：従業員の個人−職務適合知覚は, 従業員の役割外パフォーマンスに正の関係を示
すだろう。

以上の組織及び個人両レベルの適合理論を統合すると, 個人レベルの個人−職務適合知覚
が, 柔軟性志向の戦略的人材開発施策と個人の職務パフォーマンス向上とを結実させるため
の結節点としての役割を果たしている可能性が示唆される。すなわち, 組織レベルの適合理
論から, 組織の環境適応を促進する役割を果たすと考えられる柔軟性志向の人材開発施策
（包括的教育訓練, スキル柔軟性, 行動柔軟性）は, 組織の外部環境の変化に伴う個人の仕
事役割の変化, 職務内容の変更, 職域の見直し, ないしは配置転換などに対応するための従
業員の対応能力の拡大に寄与し, 結果として個人の変化への適応力（柔軟性), ひいては職
務への継続的な適合感をもたらす（仮説 1a〜c)。さらに, 個人レベルでの適合理論より,
上述の人材開発施策によって高められた個人−職務適合知覚は, 効果的な人間行動 (e. g.,
Kristof-Brown et al., 2005), すなわち従業員の高い役割内・役割外パフォーマンス (Campbell, 1990) として結実することが推測される（仮説 2 及び仮説 3 )。従って, 以下の仮説が
設定された。

仮説 4 ：従業員の個人−職務適合は, 柔軟性志向の戦略的人材開発施策（仮説 4a：包括
的教育訓練, 仮説 4b：スキル柔軟性, 及び仮説 4c：行動柔軟性）と従業員の役割
内パフォーマンスとの関係を媒介しているだろう。
仮説 5 ：従業員の個人−職務適合は, 柔軟性志向の戦略的人材開発施策（仮説 5a：包括
的教育訓練, 仮説 5b：スキル柔軟性, 及び仮説 5c：行動柔軟性）と従業員の役割
外パフォーマンスとの関係を媒介しているだろう。
3

方

法

3.1 サンプル
上述の仮説を検証するため, 本研究では, 図 1 のモデルの因果フローに従い 2 回の質問紙
調査が時系列的に実施された。まず, 2006年 6 月（Time 1：以下, T1）に事業所におけ
る戦略的人材開発施策の実施状況を測定するために, 民間企業の31事業所（金融・保険業：
15, 製造業：11, 情報・通信業： 3 , 建設業： 2 ）の正規従業員に対し質問紙調査が実施さ
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れた（T1 調査)。T1 調査では, 各事業所から合計で723名の有効回答を得ることができた。
T1 調査から 6 ヵ月後（Time 2：以下, T2）に, 本研究の媒介変数である個人−職務適合
知覚を測定する T2 調査 [部下], 及び部下のパフォーマンスを測定する上司用の T2 調査
[上司] が実施され, T1 調査での回答者とその上司全員に配布された。その結果, T2 調査
[部下] と T2 調査 [上司] から回答が得られた286組の有効票が回収され, 分析に使用され
た。
なお, 組織レベルの変数である戦略的人材開発施策のデータは, 723名からの回答を各事
業所単位で合算したデータ (n

establishment

＝31： 1 事業所当たりの平均値は23.3名, 最小値は

12.0名）が使用された一方, 個人−職務適合及び従業員パフォーマンスの調査データは, T2
調査 [上司・部下] のマッチングデータ (n

＝286： 1 事業所当たりの平均値は上司

indrividualn

・部下のダイアドで9.2組, 最小値は同じく上司・部下ダイアドで5.0組）が分析に使用され
た。

3.2 測定尺度
戦略的人材開発施策（T1 調査） 「包括的教育訓練」については, Snell and Dean (1992)
の高業績 HRM システム施策尺度の下位尺度である包括的教育訓練尺度 8 項目のうち, 従業
員の認知的側面から測定可能と判断される 4 項目を参考にし, 測定された。回答は, 項目ご
とに回答スケールのワーディングが異なるリッカート式の 7 件法で求められたが, いずれも
高得点ほど, 人材開発活動が包括的かつ体系的に実施されていることを示す内容となってい
る｡「スキル柔軟性」と「行動柔軟性」は, Bhattacharya et al. (2005) の人材柔軟性尺度を
修正して用いた。この人材柔軟性尺度は, もともと企業の代表者 1 名に, その企業での人材
柔軟性の状況を尋ねる形式のものであるが, 本研究では, 企業側からではなく, 従業員側か
らどの程度スキル・行動両面の柔軟性が組織内で促進されているかを測定することを試みて
いる。スキル柔軟性（ 4 項目), 行動柔軟性（ 4 項目）の両尺度は, いずれもリッカート式
の 7 件法（ 1 ＝全く違う〜 7 ＝全くその通り）で測定され, 高得点ほどスキル・行動各領域
の柔軟性が促進されていることを示す。
これら上記 3 尺度は, 組織レベル（組織施策）の尺度であるため, 31の事業所別に従業員
回答を合算 (aggregate) し, 組織レベル変数として分析では使用されている。なお, 尺度の
信頼性を表す指標であるクロンバッハのα係数は, いずれも .75以上であり, 高い内的一貫
性が確認された。
個人−職務適合（T2 [部下] 調査）

Cable and DeRue (2002) による主観的個人−職務

適合尺度を参考にした 3 項目により測定された。この尺度は, 個人の能力と職務要件との一
致に関する従業員個人の知覚をベースに測定するよう設計されているものである。各項目は
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リッカート式の 7 件法（ 1 ＝全く当てはまらない〜 7 ＝非常に当てはまる）で測定され, 高
得点ほど, 従業員が本人と職務との間の主観的な適合を知覚していることを示す ( .84)。
従業員パフォーマンス（T2 [上司] 調査）

Welbourne, Johnson, and Erez (1998) によっ

て開発された 5 次元の役割ベース成果尺度 (role-based performance scale) のうち, 職務役
割および組織役割に関するそれぞれ 4 項目を参考に, それぞれ役割内・役割外のパフォーマ
ンス尺度が作成され使用された。いずれのパフォーマンス尺度も, 本人の主観的な自己評価
からくる測定誤差を取り除くため, 調査対象者の直属上司に行動評価を依頼し, 回答従業員
の成果を上記の尺度を使用し評価してもらった。いずれの項目も, リッカート式の 7 件法で
回答を求め, 役割内パフォーマンスは「 1 ＝平均より大きく下」〜「 7 ＝平均より大きく上｣,
役割外パフォーマンスは「 1 ＝全く当てはまらない」〜「 7 ＝非常に当てはまる」の各回答
スケールにより測定され, 高得点ほど評価対象者のそれぞれのパフォーマンス水準が高いこ
とを示す（役割内パフォーマンス： 

, 役割外パフォーマンス： 

)。
コントロール変数 個人レベルの 5 変数（性別 [ 0 ＝女性， 1 ＝男性], 年齢 [実数], 学
歴 [ 1 ＝高校卒， 2 ＝専門学校卒， 3 ＝短大・大学卒， 4 ＝大学院修了], 勤続年数 [実数],
職位 [ 1 ＝一般クラス， 2 ＝主任クラス， 3 ＝係長クラス， 4 ＝課長クラス， 5 ＝次長クラ
ス， 6 ＝部長クラス及びそれ以上]), 及び組織レベルでの 5 変数（所属企業の産業分類ダミ
ー 3 変数 [情報通信, 建設業, 製造業の各変数，いずれも当該産業を 1 ，それ以外を
0 としてコード化], 組織年齢 [操業年数の自然対数], 事業所規模 [従業員数の自然対
数]）が設定され, 分析においてコントロールされた。
4

結

果

本研究の仮説検証に際し, 組織レベル, 個人レベルの 2 つの階層構造をなすデータを使用
し, 異なる階層での変数間の関係性を検証する必要があるため, 階層線形モデル (HLM) に
よるマルチレベル分析を用い仮説検証が行われた。なお, 本分析で使用した全変数間の相関
係数は, 本論文末の付表に示すとおりである。
仮説 1 は, 柔軟性志向の戦略的人材開発施策（仮説 1a：包括的教育訓練, 仮説 1b：スキ
ル柔軟性, 及び仮説 1c：行動柔軟性）は, 従業員の個人−職務適合知覚に正の関係を示す
だろうというものである。表 1 に示したマルチレベル分析結果の Model 1 から, T1 時点の
組織レベルの包括的教育訓練及び行動柔軟性は, その 6 ヵ月後の T2 時点における従業員の
個人−職務適合に対し有意な正のクロスレベル効果を与えている一方（


 
及び


 
), スキル柔軟性は個人−職務適合知覚に有意なクロスレベル効果を与えてい
ない（



 
）ことがわかる。すなわち, 包括的教育訓練及び行動柔軟性を高める諸施
策は, 一定期間の経過後も従業員の個人−職務適合知覚を高める方向に作用していたが, 従

柔軟性志向の人材開発施策が従業員パフォーマンスに与えるクロスレベルの影響

表1

103

柔軟性志向の戦略的人材開発施策，個人−職務適合，及び役割内・役割外パフォーマンス
の関係に関する階層線形モデル (HLM) によるマルチレベル分析結果
個人−職務適合 (T2)
変数

Level 1 コントロール変数
(Intercept)
性別
年齢
学歴
勤続年数
職位
Level 1 媒介変数

Model 1
γ

−35.05 (23.83)
.05 (.12)
−.02 (.02)
.10 (.04)
.02 (.01) *
.21 (.04) ***

Level 1 残差分散 
Level 2 残差分散 


Model deviance

−.17
.25
−.08
−.06
.27

(.44)
(.16)
(.25)
(.18)
(.64)

.38
.19
.32

(.12)
(.14)
(.13)

.89
.02
1056.49

役割外パフォーマンス
(T2：上司評価)

Model 2
p

(SE)

個人−職務適合知覚 (T2)
Level 2 コントロール変数
産業ダミー 1 (情報通信)
産業ダミー 2 (建設)
産業ダミー 3 (製造)
従業員規模 (Log)
操業年数 (Log)
Level 2 独立変数
包括的教育訓練 (T1)
スキル柔軟性 (T1)
行動柔軟性 (T1)

役割内パフォーマンス
(T2：上司評価)

**
*

γ

Model 3
p

(SE)

−35.02 (43.20)
.03 (.15)
−.01 (.01)
−.02 (.08)
.02 (.02)
.16 (.10)

γ

−26.99 (29.72)
.03 (.12)
−.01 (.01)
−.01 (.07)
.02 (.01)
.27 (.06) ***

.17

(.04)

.69
.36
.64
−.01
.78

(.41)
(.22)
(.34)
(.24)
(.79)

−.48
.62
.38
−.02
−.23

(.35)
(.17)
(.29)
(.22)
(.70)

.01
−.01
.23

(.17)
(.11)
(.13)

.10
−.40
−.09

(.12)
(.10)
(.07)

1.08
.07
784.69

p

(SE)

***

†

.11

(.04)

**

***

.85
.00
740.87

†p＜.10, *p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001.

業員のスキル柔軟性施策は, 個人の能力と職務要件との適合感を有意に促進していないこと
が明らかとなった。従って, 包括的教育訓練及び行動柔軟性と従業員の個人−職務適合知覚
とのクロスレベルでの正の関係を仮説化した仮説 1a, 1c は支持されたものの, スキル柔軟
性と個人−職務適合とのクロスレベルでの正の関係を仮定した仮説 1b は不支持となった。
仮説 2 及び仮説 3 は, 従業員の個人−職務適合知覚が従業員の役割内（仮説 2 ）及び役割
外（仮説 3 ）のそれぞれの従業員パフォーマンスに正の関係を示すことを仮説化している。
表 1 の Model 2 では, 仮説 2 に一致し, 従業員本人の知覚である個人−職務適合感が, 彼
・彼女らの上司によって評価された従業員の役割内パフォーマンスに対し, 有意な正の影響
を与えていることが明らかとなった（


 

)。同様に表 1 の Model 3 から, 仮説
3 に一致し, 個人−職務適合知覚が従業員の役割外パフォーマンスに有意な正の影響を与え
ていることが確認された（



 

)。以上の結果から, 仮説 2 及び仮説 3 は支持され
た。
仮説 4 及び仮説 5 は, いずれも従業員の個人−職務適合知覚が, 組織の戦略的人材開発施
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策と従業員個人のパフォーマンスとの関係を媒介していることを仮説化するものである。よ
り具体的には, 仮説 4 では, 戦略的人材開発施策−役割内パフォーマンスとの関係に関する
個人−職務適合知覚の媒介効果を, また仮説 5 では, 戦略的人材開発施策−役割外パフォー
マンスとの関係に関する個人−職務適合知覚のクロスレベル媒介効果を想定している。また,
本研究で設定した柔軟性志向の戦略的人材開発施策には, 包括的教育訓練, スキル柔
軟性,  行動柔軟性の 3 つの諸施策があることから, それぞれの施策に対応する仮説 4
(a〜c), 仮説 5 (a〜c) が存在する。
媒介効果の検証には, Baron and Kenney (1986) が提唱する 4 つのステップの手続きに従
う 検 証 方 法 が 従 来 か ら よ く 用 い ら れ て い る 。 し か し な が ら , 近 年 の 方 法 論 者 (e.g.,
MacKinnon et al., 2002) は, Baron and Kenney (1986) の検証方法の一部に問題点があるこ
とを指摘し, その部分を修正した検証方法を推奨している。具体的には, Baron and Kenney
(1986) のプロセスでは, 独立変数 と目的変数 の間に介在する変数 の媒介効果を支
持するためには, まず最初に独立変数 から目的変数 への直接効果が有意であることが
前提条件である (i.e., Step 1) としている。しかしながら, この から への直接効果のサ
イズは, 因果モデルに追加されている他の変数や, モデル内に競合する諸要因, また種々
の変量因子 (random factors) によって影響を受けやすく, 実際には小さく推定される傾向が
ある点が指摘されている (Shrout & Bolger, 2002)。従って, この前提条件に依存しない
MacKinnon, Krull, and Lockwood (2000) 及び Shrout and Bolger (2002) の検証方法に依拠し,
媒介変数 の間接効果を Sobel 検定によって検証する手法を採用する。
先の仮説 1 から 3 までの一連の検証結果から, 4 つの媒介効果が存在する可能性を明らか
にした。具体的には, ①「包括的教育訓練（) →個人−職務適合知覚（) →役割内パフォ
ーマンス ()｣, ②「行動柔軟性（) →個人−職務適合知覚（) →役割内パフォーマンス
()｣, ③「包括的教育訓練（) →個人−職務適合知覚（) →役割外パフォーマンス ()｣,
及び④「行動柔軟性（) →個人−職務適合知覚（) →役割外パフォーマンス ()」の 4
つの媒介効果である。 なお, スキル柔軟性と個人−職務適合知覚との有意な正の関係が確
認されなかった（仮説 1b の不支持）段階で, 仮説 4b・5b は棄却されたことになるため,
上記 4 つの因果関係に対してのみ, 媒介効果の検定が行われた。Sobel 検定 (Preacher &
Hayes, 2004) により個人−職務適合知覚の媒介効果を統計的に検討したところ, 上記の 4
つの媒介効果はいずれも統計的に有意であった (仮説 4a : zsobel ＝ 2.54, p＜ .01, 仮説 4c : zsobel
＝ 2.13, p＜ .05, 仮説 5a : zsobel ＝ 2.08, p＜ .05, 仮説 5c : zsobel ＝ 1.83, p＜ .05)。従って, 仮説
4b・5b を除く, 全ての媒介効果は支持されたと判断される。すなわち, 包括的教育訓練と
行動柔軟性の 2 施策は, 組織内の従業員の個人−職務適合知覚を媒介して, 役割内・役割外
双方のパフォーマンスを高めるとする仮説 4a・4c・5a・5c は支持された。
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最後に, 本研究で設定した作業仮説とは直接関連しない結果ではあるが, 表 1 の Model 3
において, 柔軟性志向の人材開発施策の 1 つであるスキル柔軟性が, 従業員の役割外パフォ
ーマンスに対し, 有意な負のクロスレベル効果を示していることが, 仮説の検証過程で付加
的に明らかとなった。すなわち, スキル柔軟性を志向する組織ほど, 組織内の従業員は役割
外パフォーマンスが低下する傾向を示している点が新たに観察された。
5

考

察

本研究では, 適合理論における組織及び個人両レベルからの視点の統合化を試み, 変化し
続ける企業の外的環境に対して, 企業が永続的に適応する上で重要性が指摘されている柔軟
性志向の戦略的人材開発施策が, 組織内の従業員パフォーマンスにいかなる影響を与えるか
について独自の仮説モデルを提起し，その検証を行った。具体的には, 本研究で設定した柔
軟性志向の戦略的人材開発 3 施策のうち, 包括的教育訓練と従業員の行動柔軟性を高める諸
施策が実施されているほど, 従業員が自身の能力と職務要件との適合知覚を高めている傾向
にあることが明らかとなった。更に, 高められた個人−職務適合知覚は, 従業員の職務割り
当ての範囲内での成果（役割内パフォーマンス), 及び自己の役割を超えた自発的かつ任意
の職務役割外の成果（役割外パフォーマンス）の向上に寄与していることも確認された。そ
の一方で, 従業員のスキル柔軟性を促進する施策は, 個人−職務適合知覚と関係しておらず,
また従業員の役割外パフォーマンスに負の効果を示す側面も明らかとなった。従って, 適合
理論をもとに本研究で仮定した個人−職務適合知覚の人材開発施策−従業員パフォーマンス
間の媒介効果は, 包括的教育訓練と行動柔軟性の 2 施策に限定した場合, 機能していること
が確認され, 本研究で提起した媒介モデルは部分的に支持された。以下, 本研究の貢献とイ
ンプリケーションについて, 本結果を踏まえた考察を行う。
まず第 1 に, 本研究の最大の貢献は, 既存の適合理論をもとに, 過去の研究では明らかに
されてこなかった柔軟性志向の人材開発施策が, 従業員の個人−職務適合を媒介して従業員
パフォーマンスに結びついている可能性を, マルチレベル分析により明らかにした点である。
既存研究では, 柔軟性施策と企業業績との組織レベルでの関係性のみしか明らかになってお
らず (e.g., Bhattacharya et al., 2005), 柔軟性施策の個人レベルでの有効性を多階層の時系列
調査データから明らかにしたという意味において, 既存研究からの一定の前進を示したとい
える。特に本研究から, スキル柔軟性は職務成果には結びつかず, 教育訓練の包括性及び行
動レベルでの柔軟性が従業員の職務への適合感を高め, 役割内・役割外双方の従業員パフォ
ーマンスに結びついている点が明らかとなった。本研究は, 個人レベルの従業員パフォーマ
ンスを従属変数とし, 柔軟性施策が組織内の従業員成果に与えるクロスレベルでの影響過程
に主眼をおいているが, 組織レベルの成果に対しては以下のような研究報告がなされている。

106

第２０２巻

第

１ 号

まず, 米国の機械産業及び食品産業の企業123社のデータを用いた Bhattacharya et al. (2005)
の研究では, スキル柔軟性及び行動柔軟性の両施策が企業の財務的結果と正の関係を持つこ
とを確認している。また, 




 
et al. (2008) では, スペインの製造及びサービス
産業に属する企業226社のデータに対する共分散構造分析結果から, スキル柔軟性, 行動柔
軟性, 及び部門の柔軟性の 3 つの下位次元を含む人材の柔軟性施策が, 束 (bundle) として
組織成果に有意な正の影響を与えていることを報告している。さらに, 香港に立地する外資
系多国籍企業181社のデータを使用した Ngo and Loi (2008) の研究では, 柔軟性施策のうち
行動柔軟性は組織内の適応風土 (adaptability climate) を促進し, その結果企業業績等の結果
指標に結びつく一方, スキル柔軟性は組織内の適応風土に影響を与えていなかったことを実
証している。
本研究の発見事実は, スキル・行動両柔軟性施策が, 一様に企業業績を高めるとする前者
2 つの研究よりは, むしろ Ngo and Loi（2008) の研究成果と整合的であると考えられる。
すなわち, 組織内のニーズや要求に沿った従業員の行動レベルでの柔軟性を促進することは,
従業員の組織への適応風土の構築 (Ngo & Loi, 2008) ないしは, 本研究で明らかにした従業
員個人の職務との適合感・一致感を高め, 従業員の組織適応を促す役割を果たしている可能
性が示唆される。その一方で, 従業員 1 人ひとりのスキルの多様化を促進する形での柔軟性
は, 必ずしも適応風土の構築や, 従業員個人の職務との適合感・一致感を醸成する方向に作
用せず, 結果として本研究で明らかにした個人レベルでのパフォーマンスに繋がらないばか
りか, 組織レベルでの成果 (Ngo & Loi, 2008) にも結びつきにくい可能性を示唆している。
しかしながら, 人材の柔軟性 (HR flexibility) に関する研究は, 未だ十分な蓄積がなく研究
報告数も少ないため, 上記の推論と解釈に関しては, 今後の十分な研究蓄積を踏まえて再評
価される必要があるだろう。
第 2 に, 本研究は, 先述の SHRM 領域の研究ばかりでなく, 人材開発 (HRD) や教育訓
練 (training) 分野の研究にも一定の貢献を示している。特に, 本研究では, 組織レベルの包
括的教育訓練施策が, まず組織内の従業員の個人−職務適合を促し, その結果彼・彼女らの
役割内・役割外パフォーマンスを高める傾向にある点を明らかにした。人材開発に関するミ
クロレベルの研究では, 近年, 企業の人材開発に対する従業員への投資を個人がいかに知
覚したかに着目する研究が行われつつある (e.g., Jung & Takeuchi, 2009 ; Kuuvas & Dysvik,
2009 ; Lee & Bruvold, 2003)。いわゆる従業員開発への投資知覚 (perceived investment in employee development) は, 組織コミットメント (Lee & Bruvold, 2003), 内発的動機づけ
(Kuuvas & Dysvik, 2009), 個人−環境適合知覚 (Jung & Takeuchi, 2009) など, 従業員の組
織・職務への積極的な態度を引き出すことが報告されている。また, 種々の態度変数の媒介
効果や調整効果を経て, 従業員開発への投資知覚が職務成果や離転職意思などの従業員の職
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務行動に対して影響を与え, いずれも組織に望ましい結果を導くことが明らかとなりつつあ
る (Lam, Chen, & Takeuchi, 2009 ; Jung & Takeuchi, 2009 ; Kuuvas & Dysvik, 2009)。更に,
特定のキャリア段階に特化した人材開発の研究では, 入社初期の教育研修が新規参入者の組
織適応 (e.g., Klein & Weaver, 2000 ; Saks, 1996 ; Takeuchi & Takeuchi, 2009) に結びつくこ
とが明らかとなっている。
これら一連の研究は, 組織施策としての教育訓練や研修が個人の知覚レベルで評価・測定
され, またその結果としての従業員の適応や動機づけ, ひいては職務成果の諸指標もまた同
一の回答者から情報を得ているものがほとんどである。こうした研究デザインのもとでは,
共通の回答者（情報源）から生成された変数間の関係（例えば, 同一回答者による教育施策
の評価と本人の動機づけや職務成果との関係など）により, 実際の相関よりも高い見かけ上
の関係性が数値上算出される可能性 (i. e., common source bias) が十分に考えられる。本研
究では, ①教育施策を評価する回答者の 1 組織での母集団を増やし, また②個人の態度・成
果（パフォーマンス）に関する回答を 6 ヶ月という一定期間を空けた上で縦断的にデータ収
集し, さらに③個人の態度の回答（従業員個人の自己評価による）とパフォーマンスの回答
（直属上司の評価による）を異なる回答者から得るなど, 組織−個人間のクロスレベルでの
効果をより厳密に精査できるよう調査デザインの段階から十分に配慮した。こうした調査デ
ザインのもと, 本研究において人材開発施策が個人の職務適応及びパフォーマンスに対して
一定のクロスレベル効果を示していることが確認された点は, 人材開発施策の組織内の有効
性を示唆する 1 つのより頑強な経験事実を既存研究に付加したと考えられる。
第 3 に, 本研究の結果は, 上述した既存の研究ないしは理論への貢献に加え, 日本企業の
人材開発の取り組みに関して幾つかの実践的なインプリケーションを有している。まず, 組
織内の人的な柔軟性の促進は, 必ずしも組織に対して望ましい結果のみをもたらすものでは
ないことを, 本研究結果ないし Ngo and Loi (2008) での研究結果は示唆している。すなわ
ち, 人材の行動レベルでの対応力を促す行動柔軟性は, 組織の適応風土 (Ngo & Loi, 2008)
や個人の職務適合知覚を高めるが, 1 人ひとりが持つスキルを多様化させる試み（スキル柔
軟性）は, いずれも促進しないばかりか, 本研究を見る限り, 従業員の役割外パフォーマン
スを低める方向に作用していることが明らかとなった。この点は, 例えばジョブ・ローテー
ションによる従業員の多能工化, またジェネラリスト型の人材育成方式等, スキル柔軟性を
促進する諸施策の実践と運用に注意を促す結果とも考えられる。従来の日本企業の多くは,
従業員のスキル柔軟性向上に大きく依存し, 組織内の人材配置, 人材育成, また人員調整と
を混在させる形で企業の外部環境の変化に対応し, ある種の組織レベルでの柔軟性を保持し
てきた。しかしながら, 個人側からキャリアを考えた場合, 近年, 組織に依存したキャリア
意識からより自律的なキャリア意識へと変化しつつあることが指摘されている (Arthur,
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Khapova, & Wilderom, 2005 ; Briscoe & Hall, 2006)。こうした自律的キャリア意識に基づく
個人の「主観的キャリア成功感」(Ng et al., 2005) を高めるためには, 従業員の一元的な組
織過程への組み込みだけではなく, 自律的なキャリア形成をサポートする人材開発の仕組み
を整える必要があるだろう。その意味では, むしろ慣習的に定期的な人事異動を全社的に実
施し続けることが, 従業員の自律的キャリア形成の核となる専門性確立の障壁となり, 結果
として個人の主観的キャリア成功感（職務満足やキャリア満足）を阻害する可能性がある。
また, こうした個人レベルでのキャリア成功感の低下が, ひいては職場レベル・組織レベル
でのパフォーマンス低下を招くことも考えられうる。
その一方で, 従業員のプロフェッショナル化（いわば, スキルの深化）を目指し, 部門の
専門性を重視する人材開発施策を導入している企業も, 近年数多く存在している（例えば,
トヨタ自動車の ｢Pro21｣, 日立製作所の「ジョブマッチング」など)。本研究の結果から,
行動柔軟性を高める施策は, 従業員の個人−職務適合知覚を高め, 従業員パフォーマンスの
向上に結びついている可能性が示唆された。Ngo and Loi (2008) もまた, 香港における組織
のみのデータからの実証ではあるが, 行動柔軟性が組織の適応風土を醸成し, 企業業績に結
びつく点を報告している。これらの結果は, 従業員の職務割り当てを特定の職務に長期間限
定する, ないしは少なくとも従業員の配属部門を長期にわたって固定するなどの対応をした
場合でも, 行動次元での人的対応力を促すことによって, 組織としての柔軟性を高め, 個人
・組織の双方でのパフォーマンスを高められる可能性を示唆している。従って, 従業員のプ
ロフェッショナル化を志向し, 専門性確立を重視する企業では, 従業員にスキルの多様化を
最小限にしか求めない分, 行動次元での柔軟性をより一層推進する取り組みを実施すること
が重要といえるだろう。
最後に, 以上のような貢献があるものの, 本研究には幾つかの限界があることも事実であ
る。具体的には, ①組織の外的な変数（戦略や産業特性など）が一連の柔軟性志向の人材開
発施策から従業員パフォーマンスへの媒介過程を説明するモデルに組み込まれていない点,
②縦断的調査に基づく組織及び個人（本人・上司）レベルの複雑な階層データが収集された
ものの, 組織（事業所）単位でのサンプル数は必ずしも多くない点, ③人材開発施策の測定
が, 制度の受け手である従業員からの回答を組織レベルでグループ化した変数であり, 制度
の実施主体（人事部など）からの回答が含まれていない点などが挙げられる。今後これらの
点に対応し, 企業の人材開発施策の戦略的な役割をより詳細に検討することが求められる。
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付表
変数
1 性別
2 年齢

1

2

3

4
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全変数の相関係数a
5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.00
.15**

1.00

3 学歴

.22*** −.15**

4 勤続年数

.11

.69*** −.28*** 1.00

1.00

5 職位

.37***

.51***

.17***

.49*** 1.00

6 個人−職務適
合 (T2)

.08

.16**

.08

.13*

7 産業ダミー 1
(情報通信)

.27

−.25

−.02

−.25

−.26

−.26

1.00

8 産業ダミー 2
(建設)

.22

.23

.27

.16

.15

.23

−.09

1.00

9 産業ダミー 3
(製造)

.24

−.22

−.06

−.20

−.26

−.29

−.24

−.19

−.03

.32

.17

.41*

−.54***

.30

−.58*** 1.00

.51**

.29

.41*

−.45*

.34

−.64***

.36*

−.18

−.07

.01

10 従業員規模
(Log)

−.46

.38*

11 操業年数
(Log)

−.32

.56*** −.10

.26*** 1.00

12 包括的教育訓練
−.36*
(T1)

−.21

.38*

−.23

.03

13 スキル柔軟性
(T1)

−.10

−.28

.35

−.28

−.05

−.23

−.35

−.12

14 行動柔軟性
(T1)

−.30

−.22

.24

−.34

−.27

.07

−.24

.05

1.00

.65*** 1.00
.01

−.07

1.00

.45*

−.18

−.31

.22

.39*

−.04

−.17

.25

1.00
.36*

a. 組織レベルの諸変数間の相関係数，及び組織レベルの変数と個人レベルの変数とのクロスレベルの相関係数は，

である一方，個人レベル間の相関は，
のものである。
*p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001.
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