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従業員エンゲージメントがもたらす 

生産性向上とは? 

Copyright ©  EVERRISE CO.,LTD. All Rights Reserved. 
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会社概要 

会社名   ： 株式会社EVERRISE（エバーライズ） 

代表    ： 倉田 宏昌 

設立日   ： 2006年7月3日（13期目） 

所在地   ： 東京都港区六本木４丁目１１−１３ ランディック六本木3F 

社員    ： 75名（正社員52名・契約社員10名・ベトナム子会社13名） 

主な取引先 ： 広告代理店 / 広告配信事業社 / メディア事業社 

プロダクト SI 

CDP アドサーバー 社内コミュニケーション
ツール 

• アドテク開発 

• エンジニア支援 
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働き方改革における生産性向上 
~「働く人改革」へ変化する働き方改革 ~ 
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株式会社帝国データバンクが2018年8月に実施した全国23,099社を対象（有効回答数は9,918社）に行った市場調査の結果、
働き方改革に取り組む企業が最も重視する目的は、「従業員のモチベーション向上」が25.6%でトップとなっています。次いで
「人材の定着」（19.8%）、「生産性向上」（15.9%）、「従業員の心身の健康（健康経営）」（15.4%）「円滑な人材採用
」(8.9%）が続きます。 

働き方改革に関する企業の意識変化 

働き方改革に対する企業の意識調査（有効回答数：9,918社） 
株式会社帝国データバンク調べ（2018年8月） 

                 企業の63.1%が働き方改革に前向きに取り組み。 
最も重視する目的は「従業員のモチベーション向上」 
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仕事の満足度 

前頁の調査結果にあるモチベーションを高める方法は何でしょうか。産業心理学・人事労務管理分野では、「職務満足度・満足
感」が労働意欲や仕事のモチベーションと関係する重要な職務態度の一つとして定義されています。エン・ジャパン株式会社の
調べによると「人間関係の良さ」が仕事の満足度が高い要因として20代でトップ（55%）、30代でも「仕事のおもしろさ」に
次いで50%が「人間関係の良さ」を挙げました。満足度が高い会社に共通する特徴では「人間関係が良好」が70%を占める結
果になりました。 

産業心理学でモチベーションと関係が深いとされる「仕事の満足度」 
         「仕事の満足度」は「良好な人間関係」が大きく影響を与える 

仕事の満足度に関する調査（有効回答数：6,427名） 
エン・ジャパン株式会社調べ（2017年4月） 

「現在の仕事に満足している」方に伺います。満足度が高い要因はなんですか？※複数回答可 社員満足度が高い会社に共通する特徴はなんだと思いますか？ ※複数回答可 
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人間関係のストレス 

「職場でのストレスについての実態調査」を行う日本法規情報株式会社の調べによると、職場のストレスの要
因として「人間関係」と回答した人がおよそ6割に及びました。その原因は、「噂話・陰口」が33%でトップ
、次いで「コミュニケーションのミスマッチ」（26%）、「仲間意識の低さ」（13%）、「人前での注意」
（10%）という結果です。 

職場でストレスを感じると回答した人の半数以上が「人間関係」原因 
       そのほとんどがコミュニケーションに起因する問題 

職場でのストレスについての実態調査（回答数：693人│男性331人 / 女性362人） 
日本法規情報株式会社調べ（2017年12月） 

Q.職場でストレスを感じることはありますか Q.ストレスを感じる理由を次の中から選択してください Q.人間関係でストレスを感じるのはどのような事ですか 
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まとめ 

多くの企業で「従業員のモチベーション向上」が課題となっており、 
  「仕事の満足度」を高める事が求められています。 

 
  「仕事の満足度」は「良好な人間関係」と密接な関係にあり、  
   企業が「人間関係」の問題と向き合うことで 

「従業員のモチベーション向上」の改善を期待できると考えられます。 

「働き方改革」実現に向けた実態（従業員のモチベーション向上） 

人材の定着 生産性向上 

従業員の心身の健康 円滑な人材採用 

コンプライアンス コミュニケーション円滑化 

従業員のモチベーション向上 

従業員満足度の向上 

良好な人間関係 仕事の 
面白さ 信頼関係 / 仲間意識 
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従業員エンゲージメントとは 
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より強い絆を生み出す「従業員エンゲージメント」 

「従業員エンゲージメント」という言葉が耳目を集めています。「エンゲージメント」とは会社と従業員、従業員同士のタテヨ
コの双方の信頼関係が築かれている状態の事をいいます。従業員は愛着をもった会社に対し「貢献したい」という気持ちを持ち
、従業員同士、その共通の思いを元にすることで、満足度よりもより一層強固な信頼関係を築いていくことができます。 
従業員エンゲージメントは従業員満足度とは異なります。モチベーション（動機づけ）と関係している事は両者共通しています
が、このモチベーションが何を前提に成り立つものなのかで、エンゲージメントと満足度は別のものです。 

                 企業におけるエンゲージメントを高める事で 
                 単純な満足度よりも一層強い会社と従業員の絆を構築 

会社 

従業員 従業員 

信頼関係 

愛着 愛着 

共感 

会社と従業員、従業員同士の信頼関係 満足度とエンゲージメントの違い 

エンゲージメント 満足度 

働きがい 

愛着 共感 
帰属 
意識 

働きやすさ 

制度 待遇 環境 

内包する意味 内包する意味 

内発的動機づけ 外発的動機づけ 

自発的、内発的要因によっ
て発生する 

外部要因、外発的動機づけ
で発生する 



Copyright ©  EVERRISE CO.,LTD. All Rights Reserved. 10 

エンゲージメントを高めるメリット 

従業員がモチベーション高く、自発的に業務に取組む 
従業員エンゲージメントが高まるというのは、自分が現在働いている企業に対しての 
愛着や信頼が上がっていくということです。 
従業員は、企業が進むべき方向に信頼を寄せ、自分自身の仕事に誇りを持てるようになります。 
自分の仕事が価値のあるものだと感じることで、仕事へのモチベーションが高くなっていきます。 
与えられた業務をこなすのではなく、自発的に仕事を見出し、積極的に取組んでいく効果が期待できます。 
 

離職率が低下する 
従業員エンゲージメントを高めることは、従業員の離職を防ぐことにもつながります。 
仕事のやりがいや働きやすさ、帰属意識、承認欲求といった心理的価値は、その企業独自の魅力です。 
企業への愛着を感じることは、そこで働き続けたいという強い気持ちへとつながります。また、心理的価値は簡単に真似するこ
とはできないため、企業としての競争力を高めるうえでも有効です。 
 

同僚と協力関係を築き、会社のために貢献しようとする 
従業員エンゲージメントの高い組織では、一緒に働く同僚たちへの信頼感も高い傾向にあります。 
企業が目指すべき姿に向かって協力して進んでいくべき大切な仲間だと感じられます。 
自分のことだけを考えるのではなく、周りの様子を見ながら助け合って仕事へと取組む雰囲気が醸成されるため、自分の成果だ
けでなく、会社全体の成果という高い視点から物事をとらえて会社へ貢献できる従業員が育つでしょう。 
 

困難な問題や課題にも積極的にチャレンジする 
会社の進むべき方向やビジネスについて信頼や愛着を抱くことで、困難な課題や問題に直面しても、それを乗り越えていこうと
する力を手に入れることができます。人から言われた目標や命令された仕事では、問題が起きた時にすぐに諦めてしまいがちで
す。自分がやるべき、頑張るべき意義が見いだせない状態だからです。 
しかし、自分の努力が会社や社会への貢献につながるという意識を持っていることで、絶対に成し遂げようという力に変わり、
チャレンジ精神を発揮しやすくなります。また、自ら問題を見つけ、その解決のための取組みを進めていけるようになっていき
ます。 
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2013～17年にエンプロイーエンゲージメントサーベイを実施した企業のうち、売上・利益データを取得できた企業194社 
株式会社リンクアンドモチベーション 調べ 

エンゲージメントと売上の関連性 

また、リンクアンドモチベーションの調べによると、エンゲージメントと売上伸長率に相関関係がある事も認められています。
エンゲージメントランクと呼ばれるエンゲージメントの状態をランクで分類した調査では、Dランク以下の企業では、売上伸長
率が4.2％だったのに対し、Bランク以上では19.8％となりました。さらに、エンゲージメントスコアと純利益伸長率の関係で
は、Dランク以下では純利益伸長率が－56.7％だったのに対し、Bランク以上では＋67.1％となっています。 

従業員エンゲージメントを高める事で生産性向上や 
                   売上拡大にも期待を持つ事が可能 
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・心理的安全性 
・コミュ力アップ 
・ポジティブシンキング 
・モチベーションアップ 

・仕事が楽しい 
・関係性良好 
・帰属意識が高まり離職防止 
・理念やビジョン、ミッションを浸透しやすい 

・生産性、売上、利益アップ 
・継続的な成長 
・従業員、顧客満足度アップ 
・組織力強化 

EVERRISEが考える好循環の生み出し方 

褒める 
認める 
尊重する 

従業員 
エンゲージ
メント 

ビジネス 
パフォーマ

ンス 

従業員エンゲージメントの好循環を生み出すための一つのきっかけとして、 
  “褒める文化”を形成することが有効だとEVERRISEでは考えています。 

褒  
め  
る  

関 
係 
性 

生 
産 
性 
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まとめ 

「働き方改革」実現に向けた実態（従業員のモチベーション向上） 

        
      従業員エンゲージメントとは、会社に対しての信頼や愛着を表す 
      指標のことです。     
      従業員エンゲージメントを高めることで、従業員の士気を高め、高い能力   
      の発揮が期待できます。また、金銭的報酬以外の関係性を築くことで、 
      離職率が低下する効果もあると言われています。 
         
      労働人口が減少する中では、従業員エンゲージメントが企業の競争力につ   
      ながっきています。 
      まずは自社の従業員エンゲージメントの状況を把握し、 
      向上させるための施策を検討してみてはいかがでしょうか。 
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Goodjob！ 

Goodjob!(グッジョブ)は、ポジティブな気持ちをポイントとして送り合うことのできるコ

ミュニケーションツールです。 

タイムラインで誰かの活躍を社員に知らせたり、メンバーに共有したり。 

またダイレクトに相手に感謝の気持ちを伝えたりもできます。 

もらったポイントはさまざまな景品や特典に交換したり社内通貨として利用できます！ 

 

「ありがとう」「おめでとう」「頑張れ」「素敵ですね」「グッジョブ」※ラベル名称は変更可 

相手に対するポジティブな感情は、伝えた相手に良い影響を与えます。相手から認められるこ
とで、心理的安全性が確保されます。 

 
 

  https://goodjob.today/ 


