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Summary
To improve the quality of care service, it is important to elevate the care worker s nature. The task
therefore should be ensuring ability with a professional skills and fostering those abilities. It seems critical therefore, to support care workers to manifest their skills during the service and to improve their
desires for skill development and work motivation. In this research, the necessity of experimental study
on intrinsic motivation and perceived job competence is viewed through the concept of work motivation
and job satisfaction and arrangement of experimental study on them. Intrinsic motivation, coming from
work enjoyment or satisfaction while in service, is expected to induce a strong motivation. Care worker
was strongly motivated for work after an experimental study, and focus on perceived job competence
causing intrinsic motivation, was established. Moreover, as care workers would endeavor for their own
development of nature, it is demanded to examine supporting plans to ensure care services with higher
quality.
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Ⅰ．はじめに

であると明記されている 3 )。絶えざるケアの理念、知識・

「2015年の高齢者介護」では、高齢者の尊厳を支える

技術の発展に対して、常に介護職員が専門職としての知

ケアを確立するために、優秀な人材を確保し、育成して

識・技術を新しく獲得できるように支援することが切実

いくことが重要な課題であると指摘している 。ますま

であることは言うまでもない。そのため、「介護サービ

す増えている要介護高齢者の支援に対する期待として高

ス従事者の研修体系のあり方に関する研究会」は、研修

齢者の生活様式や価値観の多様化への対応、認知症や医

体系の充実化を基本とする介護職員の能力開発とキャリ

療的なニーズが高い高齢者への対応、そして予防的な介

ア開発を支援する対策を提案している 4 )。また、介護サ

護などが求められている状況において 2 )、質の高い介護

ービス事業者にも、介護職員の処遇改善、魅力ある職場

サービスを提供するためには、介護職員の資質の向上が

づくりへの社会的な責任を自覚し、取り組むことの必要

不可欠であるといえる。日本介護福祉士会倫理綱領にお

性が強調されている 2 )。しかしながら、介護職員の資質

いても介護福祉士は、常に専門的知識・技術の研鑽に励

の向上や能力開発も本人が自発的に取り組まなければ成

むとともに、介護福祉サービスの質的向上に努めるべき

果があがらないため , このような対策を整えていくとと

1)
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もに , いかに介護職員の能力開発への意欲と仕事の動機

た従業者の肯定的感情の側面を扱ったものであるが、同

づけを高めていくかが重要であると考えられる 5 )。介護

じ概念ではない 8 )。まず、仕事へのモラールとは、モラ

職員の業務遂行における能力に注目し , 仕事の動機づけ

ールという用語が第 1 次世界大戦後、軍隊用語から借用

への効果を期待するならば、内発的動機づけの源泉であ

されて、軍隊における士気になぞらえて、産業における

る有能感に着目することが非常に有効であると考えられ

それと同種のものの重要性をモラールという語によって

る。内発的動機づけとは、仕事の遂行から得られる快の

強調するものであり 9 ) 10)、Smith & Weston は、「モラー

感情や満足であり、これらは , 能力や技術を高めること

ルとは、特定の集団あるいは組織への満足、そこにとど

によるものであるため、強い動機づけになるとされてい

まろうとする願望（desire）、および集団や組織の目標

6)

る 。

のために努力しようとする意欲（willingness）といった

産業組織心理学分野では、組織の生産性を高め、組織

態度である」と定義した11)。つまり、モラールは、個人

管理のより効果的な遂行のために、科学的な基礎を提供

の感情でありながら組織の目標に貢献しようとするメン

する目的で仕事の動機づけ、職務満足に関する研究が行

バーの意欲が強く強調されている。次に、動機づけにつ

われてきた。しかし、仕事の動機づけや職務満足に関す

いてみると、角山は、「われわれが何らかの目標をもつ

る研究の目的は、それだけではない。従事者にとっても、

とき、われわれの行動は、その目標達成に向けて方向づ

1 日の生活時間の半分を過ごしている職場での生活に満

けられ、そして持続でされる。動機づけはこうした目標

足したいという願望は当然なものであるといえる。担当

に向けての行動を惹起し、完遂にいたるまでその行動を

している職務に熱心に積極的な意欲をもって取り組んで

持続させる、心理的エネルギーを表す概念である」と述

いる状態は、それ自体が満足できる幸福な状態であり、

べている12)。よって、仕事の動機づけは、「組織や集団

仕事の強い動機づけが維持されることは、高業績をあげ、

の目標、および個人に課せられた職務目標の達成の方向

それによって内発的・外発的な報酬を得て職場生活の満

に方向づけられた動機づけ」として定義づけられる 9 )。

足を得るというメカニズムが継続的に作用するとされて

近年の研究においては、仕事へのモラールより仕事の動

いる 7 )。介護サービスの質を向上させるということは、

機づけという用語がよく使われている 9 )。

高業績をあげることであり、介護職員が十分に能力を発

一方、職務満足は、「仕事に対する情緒的反応」であ

揮しながら仕事ができるような取組みを積極的に考えて

り13)、「仕事にともなって生じる肯定的な主観的感情」

いくためには、仕事の動機づけや職務満足に着目した実

である 6 )。Locke は、「職務満足は、個人の仕事の評価

証的研究が必要であろう。したがって、本稿では、介護

や仕事の経験から得られる喜ばしい感情、あるいは肯定

職員が積極的に業務の達成に取り組み、その際に能力を

的な感情である」と定義している 8 )。仕事の動機づけと

発揮することや、自分の資質を高めるために努力するよ

職務満足の関係については、同一、もしくは一方が一方

うに意欲を高める支援方法を探るために内発的動機づけ

を包摂するかたちで論じられることが多く、大きな関連

における仕事の有能感に焦点を当てた実証的な研究の必

があるといわれるが、全く同じ概念ではない10)。なぜな

要性と方向性を提案する。そのため、仕事の動機づけや

らば、満足をもたらすものは、職務目標や課題の達成や

職務満足の概念について整理すること、およびそれに対

その達成に伴う報酬以外にも組織風土，人間関係、労働

する介護職員を対象とした実証的研究の現状を把握する

条件など多くあるからである 6 ) 10)。したがって、動機づ

こと、そして内発的動機づけと有能感の概念や産業分野

けの側面から得られる職務満足は、あくまでも職務満足

の関連研究の整理から、展望することとした。

の一部にすぎないという視点もあるが10)、何よりも最も
強い満足になるともいえる。

Ⅱ．介護職員の仕事の動機づけおよび職務満足

介護職員を対象とする研究においてもより効率的な介

１．産業組織心理学における仕事の動機づけおよび
職務満足の概念

護サービスの提供が行われるように、介護職員の仕事へ

産業・組織心理学分野では、組織メンバーの職務行

てた研究がなされている。介護職員に対するより効果的

動を説明し、予測するために、従業者の仕事に対する

支援策を探るためには、これらの仕事に対する肯定的な

態度に注目するようになり、代表的なものとして、仕事

態度や感情を明確に理解したうえで、議論する必要があ

へのモラール（work morale）、仕事の動機づけ（work

ると考えられる。

のモラールや動機づけ、職務満足のそれぞれに焦点を当

motivation）、職務満足（job satisfaction）に焦点を当て
た研究が数多くなされている。これらは、仕事に関連し
（2）
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２．介護職員の仕事の動機づけおよび職務満足に
関する研究の現状

な介護職員に関する研究は、特別養護老人ホームの寮母

介護職員の仕事における態度、仕事の内容は、利用者

に関する研究から始まったといえる。まず、仕事へのモ

の生活の質やサービス満足に直接的に関わるために、い

ラールや動機づけに関する研究から検討してみると、モ

かに介護職員の仕事の動機づけや職務満足を高めるかに

ラールというキーワードを使った実証的研究は最も少な

ついての実証的研究が行われている。ここでは、介護職

く、岩月らの介護職員の仕事へのモラールに着目した研

員を対象とする仕事に対する肯定的態度や感情、つまり、

究があげられる19)。岩月らは、職務特性（自律性、仕事

仕事へのモラールや動機づけ、職務満足に関する主要な

のコントロール、フィードバックなど）とモラール（職

先行研究について表 1 のように整理を行い、研究の成果

場に対する残留願望や忠誠・協力、仕事への興味など）

や、関連要因、研究の動向を把握し、介護職員の能力の

との相互関係について検討した。その結果、介護職員の

発揮や成長への意欲を高めるための研究の方向性を考え

仕事へのモラールを高めるためには、仕事に対する自律

てみる。その際、否定的な側面（ストレスやバーンアウ

性とコントロール感を高める必要性が示唆された19)。宇

ト、離職意志など）との関係も一緒に扱っている研究も

良も仕事のコントロールに注目し、介護信念と仕事のコ

多く見当たるが14-16)、本稿では、肯定的な側面に焦点を

ントロールが仕事の魅力に影響を与えていることを明か

当てて述べる。

らにした。仕事の魅力については、仕事に高い魅力を感

を対象とした東條・前田17)、冷水・浅野18) の仕事の満足

現在、急激に増加している寝たきりや認知症などの要

じる人ほど自分の仕事により積極的に取り組むようにな

介護高齢者を支える専門職の確保のため、介護福祉士が

るため、本稿では、動機づけの一つの側面として整理し

新たな社会福祉専門職として1987年社会福祉士及び介護

た20)。また、岸本は、仕事への意欲の中で、続ける意志

福祉士法において制度化された。しかし社会福祉士及び

とやめる意志があり、その中で職業継続の意志に関連す

介護福祉士法が施行される以前は、介護職員を対象とす

る要因を明らかにした。岸本は、特に介護職員がスピリ

る研究は、それほど活発に行われていなかった。本格的

チュアリティの理解をもつ必要性に注目し、スピリチュ

表１

介護職員の仕事の動機づけおよび職務満足に関する主要な先行研究
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アリティの自覚が職業継続の意志に影響を与えるという

測定尺度の開発を試み、QWLSCL の構成概念妥当性を

仮説を取り入れた研究を行った。岸本の研究は、やめる

確認した27)。これらの研究は、職務満足は、仕事以外の

意志である離職意志について明らかにしてきた既存の研

生活の満足にも影響されていることを考慮した研究であ

究傾向に対して、肯定的な側面の研究を扱ったことに大

ることと、介護職員の労働生活の質を測定する尺度の開

きな意味があるといえる 。職業継続意志については、

発を試みたことに大きな意味があると考えられる。最後

動機づけがどこまでその行動を持続するかという持続性

に、森本は、仕事の裁量度（work control）に着目し、

を含む概念であるため 、本稿では、仕事の動機づけの

職務満足とストレス反応に与える影響を検討することで

一つの側面として整理した。なお、鈴木は、ユニットケ

介護職員の精神的な健康を図ろうとした。その結果、仕

アという新しいシステムに介護職員がどのように適応し

事の裁量度が大きければ、職務満足が高くなり、介護

ていくのか、適応状況について、そのプロセスと特性を

職員の精神的健康の肯定的側面が維持されることが伺え

検討する縦断的研究を行った。特に適応指標として、宇

た。特にチーム型仕事遂行形態であるため、仕事に裁量

良の仕事の魅力とバーンアウト尺度を用い、上司のサポ

権を持ちにくい介護職員の精神的健康を維持するために

ートと仕事に対する明確な目標を持っていることが個人

は、他の研究においても重要性が強調されている仕事に

達成感や仕事の魅力に影響を与えることを明らかにした

対する自律性が確保できるような支援が必要であること

14)

21)

。

が示唆された16)。

15)

18)

職務満足に関する研究において、東條ら17) と冷水ら

以上の先行研究の整理から伺えた介護職員の仕事への

は、Kahana ら の 研 究 を 参 考 に JDI（Job Description

モラールや動機づけ、職務満足研究の現状およびこれか

Index）を用いて、次元別仕事満足度の要因と、全般的

らの方向性は以下の 3 点にまとめることができる。

仕事満足感の構造と要因を分析した。東條らは、「仕事

第 1 に、介護職員の仕事へのモラールや動機づけを

内容」「上司」「同僚」「給料」「昇進の機会」という 5

扱った研究は少なく、職務満足を中心に研究が行われ

次元を設定し、総体的に 5 次元でみた場合の満足度は高

ている傾向であった。しかし、効率的な介護職員の人

いが、「給料」や「勤務時間・体制」といった労働条件

的資源管理を行うためにはより多くの実証的研究が必要

に関する次元では満足度が低くなる傾向があることを確

であると考えられる。仕事の動機づけを直接的に取り上

認した。また、各次元の要因について検討した結果、就

げた研究はほとんど見当たらなかったが、動機づけに関

職時の現職に対する希望の強さと自尊感情などの個人

連する研究として仕事のコントロール16)19)20) や仕事の魅

の素質や能力に関する変数と学歴、年齢、夜勤回数など

力15)20)、職業継続意志14) などに焦点を当てた研究がみら

の基本属性や条件的な変数が有意な要因であることを明

れた。それに対して職務満足研究は、「全体的職務満足」

らかにした 。冷水らは、全般的仕事満足感が高い傾向
17)

（overall job satisfaction）と「領域別職務満足」（facet

であることと、仕事内容に対する満足度、自尊感情、年

job satisfaction）の 2 つの次元における研究16)17)18)22) や、

齢、上司に対する満足度などが全般的仕事満足感に関連

仕事以外の生活満足も視野に入れた労働生活の質の研究

していることを明らにした 。次に、笠原は、Herzberg

もみられ25)-27)、多角的な方向から研究が行われているこ

の二要因説理論22-23) を批判的に検討した上で、Herzberg

とが伺えた。

18)

の理論を参考に質問項目を作成し、仕事の満足度への影

第 2 に、これらの研究の成果として、介護職員の職務

響を明らかにする研究を行った。その結果、内在的要因

満足の現状と、動機づけや職務満足に関連する主な要因

（intrinsic）である責任や仕事そのもの、達成感、承認

が明らかになり、介護職員の仕事の動機づけや職務満足

を表す変数は、仕事の満足度と関連がみられたが、成長

を高めるための支援策の方向性が伺えた。まず介護職員

を表す変数は、関連がみられなかった。また、外在的要

の職務満足は、給料や勤務体制などの労働条件と上司に

因（extrinsic）である同僚との人間関係は、仕事の満足

対しては低いものの17) 25) 26)、全体的には高い傾向であっ

度と関連がみられたが、給与と作業条件は、関連がみら

た17) 18)。次に介護職員の仕事の動機づけを高めるために

れなく、Herzberg の二要因説理論を一部支持するよう

は、介護職員の個人の資質の向上以外にも仕事の自律性

な結果であった 。一方、職務満足よりも包括的な概念

やコントロールを確保し、上司と同僚からのサポートが

として「労働生活の質（QWL, Quality of Work Life）」

受けられるような職場環境を整備することが支援課題で

に焦点を当てた研究として、中野・福渡と Lee の研究が

あった。また、介護職員の職務満足を高めるためには、

ある

仕事の内容に関する満足（仕事そのもの、達成感など）

22)

。中野・福渡は、職務満足と生活満足が相互に

25)-27)

影響を与えることを明らかにし

、Lee は、QWL の

25) 26)

を高めることや、職場の人間関係、仕事の裁量、労働条

（4）
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件などを改善することが支援課題であるといえる。

づけを引き起こすパワーを持っていないため、職員の仕

第 3 に、質の高い介護サービスを確保するためには、

事への意欲を高めるためには、内発的動機づけを重視す

内発的動機づけにおける仕事の有能感に関する研究の必

るべきであるとした 22) 23)。また、Herzberg の二要因説

要性が示唆されたことである。介護職員の資質の向上を

理論の実証的研究を行った Halpern31)、Burke32)、Ewen

促すために、業務の達成や能力の発揮に焦点を当てた研

ら33) も内発的動機づけの重要性を支持している。なお、

究が必要であると考えられるものの、ほとんど見当たら

Centers & Bugental も、専門職や管理職レベルであるほ

ない現状が伺えた。しかしながら、職務満足研究の検討

ど仕事の楽しさ、技術や能力の発揮、仕事の満足から

から自分自身や自分の能力に対する自信を高めること

17)

得られる内発的動機づけが強く、レベルが低い職種であ

や仕事の内容に対する満足度（内在的要因）を高めるこ

るほど、外発的動機づけが強いことを明らかにしている

とが職務満足を得るために有効な方法であることが確認

34)

された

。また、仕事の動機づけや職務満足に与える

始まったが、内発的動機づけ理論へと大きく流れが変っ

仕事のコントロールの影響を明らかにした研究が多くみ

た。これは働く側にとっては他律から自律への転換を意

られた。仕事のコントロールが「仕事上の意思決定や裁

味することである35)。介護職員の仕事は、人を尊重し、

量である決定権限（decision authority）」と「能力やア

その人らしい生活を営むことができるように援助する価

イディアの活用、仕事の多様性、または、成長である技

値の高い仕事であるため、それに伴う内的報酬が強い動

能自由度（skill discretion）」という 2 つの下位要素か

機づけになるだろう。介護職員が業務遂行においてこの

らなる概念であるため 、介護職員が仕事に対してモラ

ような感覚を有するならば、自身の資質の向上への意欲

ール、動機づけ（魅力）、職務満足を感じて働けるため

も高まり、職務満足感も高まる効果が期待できると考え

には、仕事に関する決定や能力を発揮できる機会を増や

られる。

18) 22)

28)

すことが有効であることが示唆された

。仕事の動機づけの研究は、外発的動機づけ理論から

。特に、技

このように介護職員の仕事の内発的動機づけと業務

能自由度は「将来何が起ころうとも自分は状況をうまく

遂行における能力の発揮に焦点を当てた研究の方向性

処理できるという有能感」を促すと仮定されているため

を探るために、内発的動機づけと有能感の概念につい

16) 19) 20)

29)

、仕事の有能感とも強く関連していることが伺える。

て検討を行う。内発的動機づけについては、社会心理

以上のことから、最も強い職務満足になる動機づけの側

学や教育心理学を中心に多くの研究がなされたが、職

面に焦点を当て、介護職員の能力の発揮や成長への意欲

場やスポーツ、臨床などの実践場面においても、これら

を高めるためには、介護職員が内発的動機づけにおける

の知見を応用しようとする試みがなされつつある36)。内

仕事の有能感を感じられるように支援していく必要性が

発的動機づけとは、「何かに対する興味を満足させるた

あるといえる。

め、もしくは達成感を得るために、自己目的に行動を
している状態」を意味する37)。つまり、その行動自体

Ⅲ．内発的動機づけおよび有能感の概念

が報酬となり、その行動をするとき、内発的に動機づ

仕事の動機づけには、 2 種類の行動があり、給与、昇

けられ、「楽しい」とか、「面白い」というような正の

進などの外的報酬を得るために行われる行動は外発的動

感情が伴うことになる38)。このような内発的動機づけ理

機づけ（extrinsic motivation）に、仕事をすることそれ

論の源流は、White の有能さ（competence）の概念であ

自体が内的報酬となって行われる行動は内発的動機づけ

る。White は、内発的動機づけを引き起こす源泉の中で

（intrinsic motivation）による行動である 。ここでの仕

も有能さに注目し、有能さとは「人間が環境と効果的に

事における内的報酬とは、西田によると、①仕事に挑戦

相互作用する能力」であると定義した39)。そして有能感

し、これを十分に完遂したという達成感、②仕事を通じ

（sense of competence）とは、「人間が環境と効果的に相

て自分のもてる能力を十分に発揮したという満足感、③

互作用する能力についての個人の主観的認知である」と

仕事を通じて自分の能力が成長していくという感覚のこ

定義し、その主観的認知は、個人の実際の有能さと一

とである 。これら 2 つの動機づけに関連して Herzberg

致することもあれば、しない可能性もあると述べた。な

の二要因説理論（motivation-hygiene theory）では、達成、

お、この有能感は、蓄積された学びの経験に基づく能

承認、仕事そのもの、責任、成長などの要因が仕事の満

力に対する個人の確信を意味する認識概念であると述べ

足に強い影響を与えることに対して、給与、作業条件、

た40)。さらに White は、人間は根本的に環境との相互作

上司・同僚等との対人関係などの要因は、仕事に対する

用に効果的でありたいという「有能さへの欲求（need）」

不満を予防することができるが、積極的な仕事への動機

をもっていることを提唱した。これを追求しようとす

6)

30)
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あり46)、所与の活動との相互作用において、効果的に対
処し得たときに有能感は高められ、その結果、人はさら
なる挑戦的な活動へと動機づけられるとした。また、最
適レベルの挑戦の探求とその克服過程は、内発的動機付
け過程の核心部分をなしていると述べた45)。山下らは、
Deci 理論の産業場面での適応可能性を検討する実証研
究を行った。その結果、仕事の遂行から得られる「有能
性（competence）」と「自律性（autonomy）」が内発的動
機づけの指標として設定した「仕事の楽しさ」を規定す
る主要な要因であることを明らかにした47) 48)。以上、内
発的動機づけと有能感の概念および関連研究について述
べた。最後に内発的動機づけにおける仕事の有能感の概
図１

念が産業組織心理学ではどのように位置づけられている

White のコンピタンス（competence）動機づけ40)

出 典：Harter, S.：Eﬀectance Motivation Reconsidered: Toward
a Developmental Model，Human Development，21，36（1978）

かについて述べたい。産業組織心理学の人材開発論では、
従業者の資質の向上のメカニズムを描いた「自己啓発サ
イクル」がある。自己啓発に励めば、能力は向上する。

る動機づけの側面がコンピタンス動機づけ（competence

能力が向上すれば当然仕事の成果が高まり、上司からは、

motivation）、 ま た は、 エ フ ェ ッ ク タ ン ス 動 機 づ け

有能であるとの信頼を得られ、給与や昇進にも反映され

（eﬀectance motivation）と呼ばれているものである。ま

る。職務満足感が高まり、より重要な仕事が与えられる

た、その欲求が満たされた際の主観的な感情が有能感で

ことになり、責任感も高まる。またより大きな自己実現

あり、有能感が充足されることにより行動が持続される

を目指して自己啓発に励む。その結果、更に能力が向上

39)
とした（図 1 ）
。Harter は、White の有能さの概念を

して業績が上がるというスパイラル的サイクルが完成す

受けて、人間が環境と効果的に相互作用する自分の能力

る（図 2 ）。このようなサイクルが完成すると、外発的

をどのように認知しているかに注目し、それを認知され

動機づけに加えて強い内発的動機づけが生じて自己啓発

た有能さ（perceived competence）、つまり、有能感とし

が継続されるといえる49)。このサイクルは、巡回してい

て捉えた41)。また、Harter は、児童教育場面で実証的な

るものであり、業務遂行における有能感を感じさせ、仕

研究を行い、内発的動機づけ尺度を作成し、難しい課題

事への動機づけを高めると、さらに自己啓発に取り組む

に挑戦する傾向として「挑戦（challenge）」、様々な課

ようになると考えられる。

題に興味をもつ傾向として「知的好奇心（curiosity）」、
他人に頼らず自分の力でやり遂げる傾向として「独立
達成（mastery）」の 3 つ概念にしたがって、有能感が得
られるとともに、能力が発達していくことになるとした
。また、Elliot らは、「有能さへの欲求（need）」は、

42) 43)

より幅広い技能と能力を習得しようとすることであり、
有能さの概念を課題の目標達成の程度（task-referential）
や能力の向上の程度（past- referential）、他者と比較し
た有能さの程度（other-referential）の 3 つのタイプで下
位概念化して把握しようとした44)。
一 方、Deci は、White の 有 能 さ の 概 念 を 洗 練 さ
せ、 そ れ に 自 律 性 の 概 念 を 加 え、 内 発 的 動機づけ理
論を発展させた。内発的に動機づけられることは、与
えられた活動において、自分が決定したという知覚
（self-determination）と、自分がより有能であるという
知覚（competence）によるものであるとした45)。また、
Deci

は、有能さは、「物事を立派に遂行すること」で

図２

自己啓発サイクル49)

出典：川端大二：『人材開発論−知力人材開発の理論と方策』，
学文社，東京，49（2003）
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蘇：介護職員の仕事の動機づけと職務満足に関する文献的考察−内発的動機づけと仕事の有能感に焦点を当てた実証的研究の提案−

Ⅳ．介護職員の内発的動機づけにおける仕事
の有能感に関する実証的研究の提案

場面での適応検討を行ったため47) 48)、それに関する先行

これまで、介護職員の仕事の動機づけおよび職務満足

みを参考にし、対人援助であり、チームワークによって

に関する研究の現状と、内発的動機づけと有能感の概念

行われる介護職員の仕事の特徴を十分に踏まえれば、可

および関連研究について述べてきた。介護職員の仕事の

能であると考えられる。例えば、Deci45) の内発的動機づ

動機づけおよび職務満足に関する研究では、内発的動機

けにおける自己決定および有能さと類似な概念としてⅡ

づけにおける仕事の有能感という視点が含まれていなか

− 2 で検討した仕事のコントロールに関する研究があげ

ったが、自分の能力に対する自信を高めることや仕事に

られる。つまり、自己決定は、決定権限に、有能さは、

対する内的報酬を得る必要性が示唆された。そこで、以

技能自由度に当たるような類似する概念であると考えら

下では、介護職員の仕事の動機づけ研究において、内発

れる。このような仕事のコントロールを扱った実証的研

的動機づけにおける仕事の有能感を取り入れて実証的研

究としては、森本16)、岩月ら19）、宇良20) 、矢富51) の研究

究を行うことを提案する。まず、このような研究の意義

がある。これらの先行研究のデザインを参考に内発的動

は、以下のとおりである。

機づけにおける仕事の有能感の概念を十分に取り入れ、

第 1 に、様々な介護ニーズに対応していくためには、

研究と介護職員の仕事の動機づけおよび職務研究の枠組

介護職員を対象とする実証的研究を試みることが重要で

専門性を備えた優秀な人材を確保し、育成していくこと

あると考えられる。また、介護職員の仕事の有能感を実

が課題であるため、いかに介護職員が積極的に業務の達

際に捉えるためには、今まで述べた先行研究での知見を

成に取り組み、その際に能力を発揮することや、自分の

踏まえ、仕事の有能感の定義、下位概念の方向性を考え

資質向上のために努力するように意欲を高めていくかと

る必要性がある。介護職員の仕事の有能感を操作的に定

いう研究の視点は重要であると考えられる。

義 す る た め に は、White39) 40)、Harter41)-43)、Deci45) 46) の

第 2 に、Deci は、所与の活動との相互作用の結果と

有能さの概念を基に、その下位概念については、Harter

して自分が有能であると知覚する場合、内発的動機づけ

の内発的動機づけの「挑戦（challenge）」、「知的好奇心

は高められ、さらに最適の挑戦を追求する行動と、その

（curiosity）」、「独立達成（mastery）」の 3 つの次元42) 43)

挑戦を達成しようとする行動が継続されると述べた50)。

や、Elliot らの「目標達成の程度（task-referential）」、
「能

よって、介護職員の動機づけの研究において、仕事の有

力の向上の程度（past-referential）」「他者と比較した有

能感の視点を取り入れることにより、介護現場で図 2 の

能さの程度（other-referential）」の 3 つの次元44)、西田

ような自己啓発のサイクルが形成され、介護職員が能力

の「仕事の達成感」、「能力発揮に対する満足感」「能力

開発や資質の向上のために努力しようとするエネルギー

の成長感」という仕事の内的報酬の構成要素30) を参考に

を高める効果が期待でき、また仕事を続ける意志にもつ

することが有効であると考えられる。以上のことから介

ながると考えられる。

護職員の仕事の有能感には、業務の遂行における仕事の

第 3 に、利用者本位のサービス提供を実現するために

目標の達成、仕事における能力の発揮や成長、新たな挑

は直接介護にあたる介護職員の人材開発および管理が求

戦・より難しい課題への挑戦などの要素を含むものとし

められており、そのための効果的な支援策を探らなけれ

て設定する必要性があると考えられる。

ばならない

。介護職員が業務遂行において有能感を

最後に、介護職員の有能感に関連する要因を探る方

実感できるように、つまり、自分の能力に自信を持って

法についての提案である。介護職員の仕事のコントロ

積極的に業務の達成に取り組むように支援していくため

ール研究を行った矢富は、仕事のコントロールを規定

には、介護職員の仕事の有能感に関連する要因が何かを

する要因として、介護ユニットの大きさ、施設の中心的

明らかにし、その要因を考慮して効果的な支援方法を検

指導者のリーダーシップ、お互いに支え合う集団の雰囲

討していく必要性がある。

気を取り上げている51)。これらの結果は、表 1 で述べた

26)

次に、具体的な研究の枠組みについての提案を行う。

介護職員の仕事の動機づけや職務満足に関する先行研究

まず、この研究において、介護職員の仕事の有能感を促

での要因を含め、今後、介護職員の仕事の有能感に関連

進すると、それにしたがって仕事の楽しさ、仕事のやり

要因を明らかにしていく上で、検討事項の土台になると

がい感などの肯定的な感情が伴われ、仕事への強い動機

考えられる。さらに、他の産業分野の研究における研究

づけになるという研究の仮説を立てることが有効である

結果を参考にしながら、介護職員の仕事の有能感に関連

と考えられる。また、有能感の概念が介護職員を対象と

する要因、内発的動機づけとの関連などを明らかにする

して適応できるかということについては、山下らが産業

ことが重要であると考えられる。例えば、Harackiewicz
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& Larson は、内発的動機づけ理論に基づいて実証的
研究を行い、上司が提供する部下の業務遂行に対する

aigo/kentou/15kourei/index.html）
2 ）中井孝之：介護サービス従事者の研究体系のあり方
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士会

職場風土が部下の自律性を支持すれば、内発的動機づけ

rinri.html）

52)
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47（2005）
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蘇 珍伊
要旨：介護サービスの質の向上のためには、介護職員の資質の向上が最も重要であり、専門性を備えた優秀な人材
を確保し、育成していくことが課題である。そのためには、介護職員が十分に自分の能力を発揮しながら仕事がで
きるように支援すること、および能力開発への意欲と仕事への動機づけを高めていく必要性がある。本稿は、内発
的動機づけにおける仕事の有能感に関する実証的研究の必要性について、仕事の動機づけおよび職務満足の概念や
実証的な先行研究の整理から、展望するものである。内発的動機づけは、仕事の遂行から得られる満足であるため、
強い動機づけになることが期待される。そのため、それを引き起こす仕事の有能感に焦点を当てた実証的な研究を
行うことにより、介護職員の仕事の有能感を促進し、仕事への動機づけを高め、質の高い介護サービスの確保がで
きるように支援方法を検討していくことが求められる。
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