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本論文は，従来の経済モデルで陽的には扱われてこなかった，組織の成員の内発的執権づけを考慮に入れた新たな経  

済モデルを作り，現実の組織マネジメント，特に成員の動機づけ管理への示唆を得ようというものである．より具体的  

な目的は，内発的動機づけをもった成員を想定したとき，この存在を効率よく勤機づけ，良い成果を達成させるために，  

どのようにインセンティブを与えたらよいか，そして，内発的動機づけの向上のためにどれだけコスト（軌機づけコス  

ト）をかけたらよし－かという問題を分析しようというものである．分析の結果，生産性の高さなどに応じた，業績給，  

動機づけコストの導入方法がわかった．  
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からなっている．（1）人間の行動は欲求を滴足させるた  

めのものである．（2）欲求は階層をなしている．   

マズローは次の五つのタイプの欲求が段階的に満た  

されるようになることが多いといっている（例外の存  

在も，マズロー自身認めているところであるが）［3］．   

A 生理的欲求…主に衣食住に関する欲求   

B 安全欲求…病気や事故，治安の悪さ，経済不安  

定などのないことへの欲求   

C 連帯欲求…家族や友人，職場の仲間などと連帯  

したいという欲求   

D 自尊欲求…名声，他人からの承認への欲求   

E 自己実現欲求…人間がそのな㌢）うるところの最  

大のものになろうという欲求（会社などの組織におい  

ては，仕事そのものの喜びへの欲求のことと考えられ  

ている）   

さらに別の文脈で，Deciらは内発的動機づけとい  

う概念を提唱している．内発的動機づけとは，職務の  

遂行それ自身が直接もたらす効用のことであー），具体  

的には，仕事の面白さ，達成感などによる効用を指す．  

金銭的（外発的）動機づけだけでなく，内発的動機づ  

けも組織のアウトプット向上に重要な役割をもつとい  

うことこそ，Deciらの主張の要諦であるといっても  

よかろう［4］．この内発的動機づけの計量法について  

は，Hackman and Oldhamなどの研究がある．彼ら  

は，内発的な動機づけの強さを測定する次の数式を提  

案している［5］．  

MPS（motivatingpotentialscale）  

＝（技能多様性＋職務完結性＋職務重要性）／3  
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1．本論文の目的と問題意識  

非対称な情報をもつ主体からなる不完備情報ゲーム  

の一つのクラスとして，エージェンシー・モデルとい  

うものが存在する［1，2］．これは，保険契約，株主と  

経営者の契約，組織における成員の動機づけ問題等の  

分析に用いられているが，本稿は，従来のエージェン  

シー・ モデルで陽的には扱われてこなかった，組織の  

成員の内発的動機づけを考慮に入れた新たなモデルを  

作り，現実の組織マネジメント，特に成員の動機づけ  

管理への示唆を得ようというものである．より具体的  

に述べると，内発的動機づけをもった成員を想定した  

とき，この存在を効率よく動機づけ，良い成果を達成  

させるために，どのようにインセンティブ（報酬）を  

与えたらよいか，そして，内発的動機づけの向上のた  

めにどれだけコストをかけたらよいかという問題を分  

析しようというものである．   

従来のエージェンシー・ モデルでは，基本的には各  

主体は，金銭のみから正の効用を得るものとしてモデ  

ル化されていた． しかし，人間が金銭だけで動機づけ  

られるものでないことは，多くの心理学者，行動科学  

者らによって唱えられているところである．有名なも  

のでは，マズローの欲求階層説などがある．これは，  

人間行動を欲求から説明しようとする試みであり仮説  

である．マズローの欲求階層説は，大きく二つの仮定  
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×自律性×フィードバック   

式中の用語の意味は次のとお－）である．すなわち，   

技能多様性…仕事に要求される技能，知識の多様さ  

がどれほどか   

職務完結性…仕事がどれだけまとまりをもっている  

か   

職務重要性…どれだけ意義のある重要な仕事をして  

し、るか   

自律性…仕事のやり方などの意思決定にどれだけ自  

分の意見を反映できるか   

フィードバック‥・仕事の結果に関する情報がどれだ  

け得られるか   

彼らは，このMPSの値が高いほど，高い内発的動  

機づけをもたらしやすいことを実証している．   

さらに，いかに現実の組織で内発的動機づけを高め  

るかという問題については，研究者，実務家が精力的  

に効果的な手法を模索している最中である．最近では，  

動機づけを高めるためのノウハウ，コンサルティング  

を提供しようというビジネスまで存在する［6］．   

さて，内発的動機づけを高めるのにも，上記の  

MPSの各属性について個々に調査，面談などをした  

り，福利厚生費をかけたりと，金銭的，時間的コスト  

が恒常的にかかるものである．こうしたコストは，有  

限の経営資源から配分されるものである．このような  

内発的動機づけを，金銭的動機づけに対してどの程度  

行うのが適当かという問題について論じた研究は，現  

在までのところまったく存在しない．エージェンシ  

ー・モデルは，インセンティブ・システム設計時のプ  

リンシパルの経営資源配分に関する示唆を与えるが，  

あくまで金銭的動機づけの方法しか扱っていない．そ  

こで，本研究ではこの間題に対して，エージェンシ  

ー・モデルを応用したモデルを提唱し，どのようなと  

きに動機づけコストを大きくするのが効果的であるの  

かを分析する．さらに，動機づけコストを考慮した場  

合の金銭的インセンティブ・システムの設計問題につ  

いても同時に分析する．   

次節では，分析のために用いるモデルにつし－て解説  

する．さらに，節3でこれを用いた比較静学分析をし，  

節4で結論と今後の展望について述べる．  

2．モデル  

2．1エージェンシー・モデルについて   

本研究で提案するモデルを説明する前に，一般的な  

エージェンシー・モデルの構造を紹介したい．従来の  

752（30）  

標準的なエージェンシー・モデルは，ある経済主体  

（プリンシパル）が，自らの目的にそった行動を別の  

経済主体（エージェント）に依頼するという状況で，  

どのように金銭的インセンティブを与えればよいのか  

という意思決定問題を分析するようなモデルである．  

通常，プリンシパルはエージェントのあげた成果から，  

エージェントの行動（努力水準）を正確に知ることは  

できないと仮定される．このような状況では，エージ  

ェントは必ずしもプリンシパルの望むような行動をと  

らず，怠けてしまうかもしれなし－．これをモラル・ハ  

ザードと呼ぶのだが， このモラル・ハザードを防ぐた  

めに効果的なのは，与える金銭を強く成果に連動させ  

る，つまりいわゆる業績給の導入を行うことである．  

しかし，このやり方はエージェントに大きなリスクを  

負担させることにもなり，契約を成り立たせるために  

エージェントに対して，労働市場の状態によって決ま  

る機会費臥 すなわち留保効用を与えなくてはならな  

いと考えれば，その分だけ大きなリスク・プレミアム  

を支払うということになる．このような状況で，どの  

ように金銭的インセンティブを与えればプリンシパル  

の効用が最大となるのかを分析するのが，従来の標準  

的なエージェンシー・モデルの主目的の一つである．   

しかし，前節でも述べたように，組織の成員を動機  

づけるのは必ずしも金銭だけではない．仕事そのもの  

の面白さ，やりがいといったものも重要な動機づけ要  

因であることは，多くの研究者，実務家の主張すると  

ころである．本節ではこのような内発的動機づけを高  

めるための努力を，どれくらいするべきであるかにつ  

いての意思決定問題をも分析するモデルを矧唱する．  

著者らはすでに，エージェントの効用関数に内発的動  

機づけを導入した場合の，金銭的インセンティブの与  

え方に関する研究を行っている［7，8］．これによって，  

例えば，内発的動機づけの高い場合は業績給の導入が  

効果的にならない，といった結果を得ている．しかし，  

これらの研究はあくまで内発的動機づけをもったエー  

ジェントに対する金銭的な勤機づけ方法の分析であり，  

内発的動機づけをどれだけ高めるべきかというl号こ；一題に  

まで拡張したのはこの論文が最初となる．   

提案するモデルの基本構造は次の通りである．プリ  

ンシパルは，成果に応じた金銭的インセンティブの与  

え方，および動機づけコストをエージェントに伝える．  

次にエージェントは，このインセンティブ・システム，  

動機づけコストのもとで自らの効用関数の値を最大に  

するような行動を決定する．このことをかんがみて，  
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減少などの機会損失をコスト関数で表す．このような  

不効用は，努力水準が大きくなってくると急激に増加  

してくるものと考えられるので，このような関数設定  

をした．cは職務の遂行がもたらす不効用の大きさを  

表すパラメータである．   

P＝（1－－5）且（0）－∽2一／：プリンシパルの効用関数   

プリンシパルは自分の得る金銭のみに関心をもつも  

のと，またリスク中立的であるものと仮定する．   

〟＝S且（0）＋／一尺：エージェントの金銭的効用関  

数   

エージェントの金銭的効用関数は，得られる金銭の  

期待値からリスクに関する不効用を引いたもので定義  

する．これは，平均一分散アプローチとよばれるもの  

である．エージェントの効用関数をβ（烹）としたとき  

（烹は確率変数），－β′′㊥′＝γ（co乃S′）となるならば，  

β（烹）の確実同値額はE（ま）－（γ／2）m斤（烹）となる  

ことが知られている［2］．   

A＝〃＋才一C：エージェントの目的関数   

エージェントの目的関数は，金銭的効用と内発的効  

用の和からコストを引いたもので定義する．Deciは，  

「勤労動機を取り扱っているほとんどの理論は，内発  

的報酬と外的報酬の効果が加算的なものであると仮定  

している．たとえばポーターとローラーは，満足は，  

（中略），内発的報酬と外的報酬の効果の総和の関数で  

あると主張している． （中略）両者は加算的であると  

は思えない．つまり，両者は相互作用の関係にある．  

外的報酬は内発的動機づけに影響をおよぼすのであり，  

一般に，外的報酬が大きいほど内発的動機づけの低下  

も大きくなるのである．」と述べている［4，9］ ．一方，  

StawはDeciの主張が現実の組織において適用でき  

るためには次の三つの条件が満たされていなくてはな  

らないと述べている．すなわち，（1）タスクが面白いも  

のであること，（2）報酬が目立ったものであること，（3）  

報酬を与えるというノルムが前もって存在していない  

こと，そしてこれらの条件が満たされていないときは，  

むしろ外的報酬が内発的動機づけを強化することの方  

が起こりやすいこと，また現実に多くの組織ではこれ  

らは満たされるものではないのでDeciの主張を通常  

の経営組織の問題に適用するのは難しいと述べている  

［10］．   

本論文では ，このような外的報酬と内発的動機づけ  

の相互作用を考えず，ポーターとローラーをはじめと  

する多くの研究と同様に，職務の遂行により得られる  

効用は金銭的効用と内発的効用の和によって決まると  

（31）丁53   

プリンシパルは自らの効用関数の値を最大にするよう  

に金銭的インセンティブ・システムと動機づけコスト  

を決定する．   

2．2 分析モデル   

次に，実際に分析に用いるモデルを説明する．変数  

は，確率変数βと固定給／が実数全体をとることを  

のぞき，すべて正の実数値をとるものと仮定する．   

e：エージェントの努力水準   

0＝カ（e＋∂）：成果   

♪を生産性とよぶことにする．βは平均0分散♂2  

の正規分布に従う確率変数とする．♂2が大きいとい  

うことは環境の不確実性が大きいということである．   

5：業績給の配分係数（0＜s＜1）   

エージェントのあげた成果のうちsをエージェント  

が，1－Sをプリンシパルが得る．  

／：固定給   

エージェントは，成果の大きさにかかわらず固定給  

／を得る．エージェントが普通の従業員の場合は，固  

定給は正の値をとることが多いと考えられるが，エー  

ジェントがフランチャイズのチェーン店の店主などの  

場合は，負の固定給というのは，暖簾代，場所代とい  

うように解釈することで現実的な意味をもつ．ここで  

は，固定給についてその正負の仮定をおかないことに  

する（文献［2］などにおいても固定給の符号には制約  

を設けていない）．  

斤＝作2蝉2‥リスク関数   

エージェントのリスクに関する不効用を，リスク関  

数として表すことにする．これはエージェントの得る  

金銭（これは確率変数である）の分散の定数倍で評価  

する．   

∽2：動機づけコスト   

J＝∽αe：内発的効用関数［7，8］   

エージェントの内発的効用を増大させるのにかかる  

コストを，動機づけコストとよぶ．内発的効用の向上  

に，動機づけコストに対する収穫逓減を想定し，この  

ような関数形を用いた．また，職務の遂行がもたらす  

内発的効用を，内発的効用関数として表す．αは，動  

機づけコストをかけたときの内発的動機づけの向上の  

度合いを表すパラメータで，これを内発的効用係数と  

よぶことにする．この値が大きいほど，単位コスト当  

たりの動機づけ向上の度合いが大きい．   

C＝Ce2：コスト関数   

エージェントの肉体的，精神的疲労および，余暇の  
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し、う仮定をおく．   

β：留保効用   

エージェントは，目的関数の値がこの留保効用以上  

でなければ契約に応じない．そのような効用を留保効  

用とよび，βで表す．   

以上より，プリンシパルの意思決定問題は次のよう  

に表せる．  

も検証されたことになる．   

B 内発的効用係数が大きいときは，大きな動機づ  

けコストをかけるのが効果的になる．   

これもトリビアルである．しかし，モデルの正当性  

の一つのチェックには役立つだろう．   

C 内発的効用係数が大きいときは固定給を減らし  

てやるのが効果的となる．   

内発的効用係数は最適なシェアには影響を与えない  

が，固定給には影響を与えることから，上記の命題が  

いえることになる．   

D 生産性が高いときは大きな動機づけコストをか  

けるのが効果的になる．   

生産性が大きいとき，プリンシパルが動機づけコス  

トを大きくして，エージェントの努力水準を上げてや  

ると，成果の期待値が非常に大きくなる．これが努力  

量の増大によるコスト関数の値の増大を上回ることか  

ら，このような結果が導けることになると考えられる．  

成員の能力が高いとき，職務の生産性が高いときなど  

では，動機づけコストをかけるのが有効になるという  

ことである．   

E 職務のコストが小さいときは，エージェントへ  

のシェアを大きくするのが効果的になる．   

これも，従来のモデルでの分析と同様の結果である．  

プリンシパルがエージ ェントへのシェアを大きくして  

努力水準を上げようとしても，コスト関数は努力量の  

2乗で上がっていく．機会損失などのコストが大きい  

とき，つまりcが大きいときは，特にこの不効用の  

上昇が著しくなってしまう．留保効周制約をかんがみ  

ると，このことはプリンシパルにとっては固定給の増  

加につなが「），結局得にはならないということである．  

直観的には例えば，仕事と余暇の区別がはっきりして  

いて，仕事をするときはするが，休むときは必ず休み  

たいというような成員に対しては，l司完給を減らしシ  

ェアを上げて業績給重視型のインセンティブ・システ  

ムにすることは，効果的にならないということである．   

F 職務のコストが小さいときは大きな動機づけコ  

ストをかけるのが効果的になる．   

このケースも，Eの場合と同様に説明できる．プリ  

ンシパルが， 動機づけコストを大きくしてエージェン  

トの努力水準を上げようとしても，機会損失などのコ  

ストが大きいとき，つま－）cが大きいときは，コス  

ト関数の値が急激に大きくなってしまう．留保効用制  

約をかんがみると，このことはプリンシパルにとって  

合理的ではないということである．逆に，職務のコス  
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TnaX 
′，S，椚  

s．′． A≧β  

e∈argmaxA  
e′  

3．分析結果  

前節で導入された最適化問題を解くと，Pの最大  

化問題は，留保効用制約および／が負の領域をとl）  

うることから，P＋Aを最大化する問題と同値になり，  

1  … ＿ α♪  
．ヾ岬／＝  研0♪f＝4c－α2，  

1＋2c7′♂2，  

（頭＋研α）2  
ノニ申ニβ－   十ノ？  

4c   

となる．ただし，プリンシパルの最適化問題を解く際  

の2階条件の成立（∂2（P＋A）／∂∽2＜0）を仮定した．2  

階条件がみたされないときは，∽。♪≠，んとは発散して  

しまい，解は出ない．   

ここで，∫。姉別。♪と，んfとパラメータ♂，α，Acの関  

係に着目してみる．パラメー タの値によらず次の関係  

が成一）立つ．  

処L＝ 
∂♂  0， ＜0，  ＞0   

普＜0，   普＞0，告＝0，   
＞0，＝0，   

暑＜0，告＜0，   

また，この分析モデルにおいては最適な5と最適な  

研は独立に求められることも分かった．  

4．結論  

前節の比較静学分析の結果をまとめると，次の通I）  

である．   

A 環境の不確実性の小さいときは，エージェント  

へのシェアを大きくして，固定給を減らすのが  

効果的になる．   

これはトリビアルであるが，従来のエージェンシ  

ー・モデルでいわれていたことが，この拡張モデルで  
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トが小さいときは，動機づけコストを大きくしてやる  

気を高めてやるのが効果的であることを示している．  

現実の組織では，成員の機会費用や余暇の減少による  

不効用が小さいときは，動機づけコストをかけてやっ  

て，仕事の魅力を高めてやるのが有効になるというこ  

とである．   

また，今回の分析ではシェアと動機づけコストは独  

立に求まったが，これはプリンシパルの最適化問題が，  

5についても別についても同じように，二次の項の  

係数が負で一次の項の係数が正の二次式になっている  

ことに起因するものと考えられる．このことより，次  

の予想が成り立つ．sを含む項と研を含む項の形状  

が似ているとき，すなわちいいかえると，業績給（シ  

ェア）の導入と動機づけコストの導入のもたらす効果  

（正確には賓用対効果）が似ていれば，これらの意思  

決定変数はそれぞれ独立に求まる可能性が高い．逆に，  

これらの形状が異なるときは，これらの意思決定変数  

は独立には求まらなくなる．この予想に関しては，  

様々な関数形による分析によって明らかにしていく予  

定である．   

ところで，上記の比較静学分析は，プリンシパルの  

最適化問題において2階条件が成り立つときにのみ意  

味をもつ．2階条件が成り立たないときについてもふ  

れておきたい．2階条件が成り立たないということは，  

職務のコストに比べて内発的効用係数が非常に大きい  

ということである．このとき，プリンシパルの目的関  

数は別に関する増加関数になるので，最適な∽が無  

限大に発散してしまう．このことはつまり，動機づけ  

コストの導入が非常に効果的に内発的動機づけの向上  

につながるので，∽を無限大に大きくしてやるのが  

効果的になるということである．このとき，エージェ  

ントの内発的効用は当然無限大になるが，留保効用制  

約を考えると，内発的効用以外の効用（つまり従来の  

エージェンシー・ モデルで考えていたエージェントの  

総効用）は負の無限大になる．これはいいかえると，  

エージェントは内発的効用以外はすべてをなげうって  

犠牲にしても，ただひたすら仕事の面白さを追求して  

いるという状態である．このようなケースが現実に存  

在するかどうかは別にして，少なくともこういった例  

外的なケースを除けば，今回の比較静学分析の結果は  

有効であるということである．  

今回は，金銭的インセンティブ・システムと動機づ  

けコストを同時に決定するという問題を考えた．これ  

は，十分現実的にも存在しうるであろうし，理論的に  

も意味をもつものであるが，現実には，既に金銭的イ  

ンセンティブ・システムが決定した状況で動機づけコ  

ストをいかにかけるべきかという問題を考えるような  

場合もあるだろう．これについては別の機会に改めて  

発表したいと考えている．  
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