
1 目的 

人的資本の形成に寄与する就業者の価値観や思考・
行動特性を明らかにすることで、就業のベースとなる
基礎的能力を育成するための教育の在り方を考える材
料を提示する。 

2 前提 

雇用システムや自己観は国や時代によって異なるた
め、人的資本の形成プロセスや能力のベースとなる価
値観にも違いがある。わが国における人的資本と価値
観等との関係を分析するにあたっては、現代の我が国
の文化的、時代的な背景を十分に踏まえる必要がある。 

2.1 雇用システムの特殊性からくる日本の就業者の価
値観の特徴 

人的資本の形成は主に教育投資によってなされるが、
日本ではもっぱら企業内部の職業訓練を中心として行
われてきた。新卒一括採用方式によって、企業特殊性
の高いスキルやノウハウを企業内部で、主にOJTによっ
て先輩から後輩に一から伝えていく。年月を要するた
め長期勤続雇用となり、勤め始めたばかりの時期の業
務遂行には教育や指導の意味合いが含まれることから、
若い社員ほど教育コストの分だけ賃金が安く、自分の
力で稼げるようになるにつれて賃金が上がる年功序列
賃金体系となる。日本の場合、賃金の多寡は必ずしも
能力の高さと連動しないことに留意する必要がある。
企業を超えた人材流動は大きくなく、労働組合は産別
や職能別ではなく、企業の９割以上は企業別である1)。 

2.2 雇用システムの違いの背景にある「自己観」 

日本と欧米で組織の作られ方に違いが生じる背景に
は、「個」の概念の違いがある。北山ら（Markus & 

Kitayama, 1995:)が提唱した文化的自己観の概念に基づ
けば 2)、個人を他者から分離して考える「相互独立的
自己観」（欧米）、個人を他者との関係の中で規定す
る「相互協調的自己観」（日本）の２つがある。これ
らは、それぞれジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用
と対応関係にある（Table. 1）。 

組織と個人の関係における若年層（学生を含む）の
意識を把握する目的で、アンケート調査を行った。そ
の結果、「同僚や上司は「批判者」ないし「監督者」
ではなく、互いの活動を支援し合う「サポーター」の
ような存在であるべきである」や「あらゆる社員が、

常に会社全体の視点で自分の業務を行うべきである」
などのメンバーシップ型雇用を支持する考えにおいて、
他国、とくにアメリカと比較して肯定する傾向が見ら
れた。若年層においても相互協調的自己観に基づく組
織観やメンバーシップ型雇用への意識の根強さがうか
がえる。 

 

 

2.3 人的資本を構成する要素と価値体系 

スペンサー・スペンサーのコンピテンシーモデル 3)

を参考にすると、人間の能力、すなわち人的資本の特

性は知識やスキル経験などの、開発が容易な「表層」
の能力と、価値観や思考・行動の特性といった開発が
困難な「基層」の能力に分けられる。前者は一定期間、
集中的に鍛えれば、ある程度は身につけることができ
るが、後者を変えることは非常に難しい。 

シャローム・シュワルツは、実験により、人々の持
つ価値観を 10 に分類している 4)。世界価値観調査によ
ると、日本では「社会の安全、調和、安定性を遵守す
ること（法と秩序など）（安全性）」と「あらゆる人
間や自然を理解し、真価を認め、保護すること（平等、
環境保全など）（普遍主義）」が特に高い水準となっ
ており、日本人が重視している価値観と考えられる。 

2.4 人的資本を計測する際の指標について 

人的資本理論における人的資本の計測では、一般に
賃金や年収、労働生産性（時間当たりの年収）などが
代表指標として用いられる。ジョブ型雇用を基本とす
る欧米の場合は、稼得能力と人的資本との連動性が高
いためである。しかし、メンバーシップ型雇用を基本
とする日本の場合は年功序列型の賃金体系が採用され
る傾向にあるため、特定の時点の年収額と人的資本の
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キーワード:  電子投稿，原稿の形式 

 欧米 日本 

雇用 
システム 

ジョブ型 
・通年採用方式 
・流動前提の雇用 
・成果主義賃金体系 
・産業別組合 

メンバーシップ型 
・新卒一括採用方式 
・終身雇用 
・年功序列賃金体系 
・企業別組合 

自己観 
相互独立的自己観 
・「自己」と「他者」
を分離して規定 

相互協調的自己観 
・「自己」を「他者」
との関係性で規定 

Table. 1: 雇用システムと自己観の違い 



大きさの連動性は高くない。そこで、本考察において
は、「役職」を代表指標とする。「役職」も「年収」
と同様に年齢が上がるほど上がる傾向にはあるが、よ
り高い役職ほど役職の数は少ないため、年齢よりも能
力面の選別の要素が加味される。役職の高さは、企業
内部での評価の高さと連動することから、広い意味で
は人的資本の大きさを示す指標と捉えることも可能で
ある。つまり、本考察では、与えられた職務において
より高い成果を生み出す能力のみならず、社内でより
高いポジションを獲得する能力も広い意味での人的資
本と捉え、その代表指標として「役職」を取り上げる。 

3 分析手法と分析結果 

3.1 解くべき問題 

人的資本は主に教育や訓練によって形成されると考
えられている。ただし、人にはそれぞれ固有の価値観
があり、保有している価値観の違いや働き方に関する
行動特性が、教育や訓練による能力向上の効果に影響
を与えている可能性がある。そこで、就業者の持つ価
値観や行動特性と、人的資本との関係を分析する。 

明らかにすることは、人的資本の蓄積に寄与する価
値観や行動特性とは何かである。また、本考察で対象
とする人的資本の概念は、稼得能力のみならず、企業
組織内部で高い評価を得る能力を含むものとする。 

なお、業種等によってさまざまなバリエーションが
ある。そこで、人的資本形成の特性によって、業種を
いくつかのタイプに分類する。 

3.2 人的資本形成の特性に着目した業種のタイプ分け 

狭義の人的資本とは「就業者の生産能力」を意味す
るから、就業者が自己の能力を発揮できていると感じ
ているほど、人的資本は大きい可能性がある。ところ
が、実際の企業組織の中では、上司からの評価を高め
るためのコミュニケーション力や社内政治における立
ち回りのうまさが社内での自身の存在価値を高める側
面がある。このような職場における能力も広い意味で
の人的資本と捉えるならば、能力と無関係に（広義の）
人的資本の形成が図られることもありうる。 

そこで、就業者の能力発揮満足度の違いに着目して
所属している企業組織を決定木分析によりタイプ分け
した上で、価値観や思考・行動特性と人的資本との関
係を見る。 
就業者が自己の能力の発揮に関して満足している度

合のうち、「満足」ないし「どちらかといえば満足」
と回答したサンプルを１、それ以外を０とした名義変
数を被説明変数、22 の価値観と働き方に関する 17 の
思考・行動特性を説明変数として分析を行うと、満足
度の高い順に以下の４つのタイプに分けられた。 
タイプ１：「自己の能力発揮に満足」の割合：27％

（平均は 23％。以下、同様。） 
N=1,460：教育、学習支援業、医療・福祉、公務 
タイプ２：「自己の能力発揮に満足」の割合：24％ 
N=3,337：製造業、金融・保険・不動産業 
タイプ３：「自己の能力発揮に満足」の割合：21％ 
N=4,100：建設業、卸売・小売業、情報通信業、その

他のサービス業、その他 
タイプ４：「自己の能力発揮に満足」の割合：18％ 
N=860：農林漁業・鉱業、運輸業、飲食・宿泊業 

3.3 人的資本と価値観等との関係の分析 
「部長級以上」を１、それ以外の役職を 0とした名

義変数を被説明変数、22の価値観と働き方に関する 17
の思考・行動特性を説明変数、年齢、企業規模（社員
数のカテゴリーデータ）をコントロール変数として、
ロジスティック分析を行った。 
タイプ１については、価値観は「他人が必要として

いることに対応したい（0.39）」がプラス、「自分で
自分のやることを決めていきたい（-0.52）」と「近所
の人とのふれあいを大切にしたい（-0.41）」がマイナ
スに有意、思考・行動特性については「満足感や充実
感のある仕事をする（0.56）」がプラスに有意であっ
た。 
タイプ２については、価値観は「責任者となり、他

人を指導したい（0.29）」がプラス、「自分ひとりの
幸せよりもみんなの幸せを考えたい（-0.35）」「これ
までの慣習に従うことが大事だ（-0.27）」がマイナス
に有意、思考・行動特性については「仕事が終わらな
ければ自宅に持ち帰って仕事をする（0.42）」「外国
語を使って仕事をする（0.47）」「会社の中での地位
の向上（出世）を常に目指す（0.49）」がプラス、「有
給休暇はきちんと取得する（-0.26）」「正社員で働く
ことにこだわる（-0.19）」はマイナスに有意であった。 
タイプ３については、価値観は「新たなアイデアを

考えたい（0.18）」がプラスに有意、思考・行動特性
については「仕事が終わらなければ自宅に持ち帰って
仕事をする（0.29）」「外国語を使って仕事をする
（0.43）」「会社の中での地位の向上（出世）を常に
目指す（0.32）」「仕事を上手く進めるため、仕事関
係のつきあいを行なう（0.37）」がプラス、「条件の
良い会社があれば、転職する（-0.27）」「正社員で働
くことにこだわる（-0.18）」がマイナスに有意であっ
た。 
タイプ４の価値観については「責任者となり、他人

を指導したい（0.96）」がプラスに有意、思考・行動
特性については「仕事が終わらなければ自宅に持ち帰
って仕事をする（0.83）」「満足感や充実感のある仕
事をする（0.55）」がプラスに有意であった。 
日本の企業における人的資本形成に寄与する価値観

には大きく３つのタイプが存在することが分かった。
就業者約 6,600万人のうち、主流派は「自己主導性」
の 2,900万人、「権勢」の 2,300万人、「善行」の 1,400
万人と続く。学校教育での就労観の醸成においては、
この価値観の多様性を踏まえた教育を行うことが望ま
れる。 
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