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このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp
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1 

 

部下の動機づけの要因と技術 概要 

目的 

 部下の動機づけの要因を理論面から理解する。 

 部下を動かすための効果的な動機づけの技術を習得する。 

対象 

係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

１時間 

教材 

 シート① 動機づけと構造 

 シート② 動機づけの要因と理論 

 シート③ 動機づけの技術 

時間配分 

項目 分 

動機づけの重要性 ５分 

動機づけの構造 ５分 

マズローの欲求段階説 １０分 

Ｘ理論・Ｙ理論  ５分 

衛星理論 １０分 

達成動機理論 ５分 

動機づけの技術 １５分 

まとめ ５分 

合計 ６０分 
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研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さいこのファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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2 

 

研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

動機づけの重要

性 

（５分） 

  係長にとって部下の動機づけは大変重要である。 

 この会合では、部下を動機づけるための要因を理解

し、技術を身につけていきたい。 

 係長への期待で一番高いのは何であろうか。言うま

でもなく「業績の向上」である。 

 部下を通じて目標を達成し、業績をあげていくため

には、強力なリーダーシップのもとに部下を動かし

ていかなければならない。 

 ところが係長には自分で仕事をするのは得意だが、

部下をして仕事をしていくことが不得意な人が多

い。 

 なぜなら部下のすべての人がやる気とは限らない

し、能力が高いとは限らないからである。人は一筋

縄では動かない。 

 皆さん方が一番悩んでいるのは部下をどう動かし

ていくかであろう。 

 部下は若い人だけとは限らず、自分よりも年齢の高

い部下を持つ場合もある。こういった高齢者を動か

すのは若い人以上に難しいであろう。 

 部下を動かす技術は、係長として身につけるべき重

要な技術の習得といえよう。 

 この会合では、部下を動機づけていくための技術に

焦点をあてて進めていきたい。 

動機づけの構造 

（５分） 

シート①  どのような要因が部下を動かすのであろうか。まず

「動機づけの理論」から説明しよう。 
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3 

 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

 動機づけとは「ある人に仕事をしたいという意欲を

起こさせ、行動に移させる」ことである。 

 動機づけの構造は次のようになっている。 

 

 

 

 人間は誰しも動機がある。欲求のない人はいないの

で動機イコール欲求なら、すべての人には動機があ

る。 

 しかしいくら動機があっても、それを行動として現

れてこなければ、「動機づけられた」とは言わない。 

 したがって動機を顕在化するための誘因が必要に

なる。目指すもの、満たすものが必要なのである。 

 特にやる気のない部下には、強い要因をもってこな

ければならない。 

 その誘因を与えるのが係長である。したがって、部

下を動機づけるには、まず上司である係長自身が動

機づけられていなければならないし、誘因をうまく

与える技術を身につけていなければならない。 

 下等動物なら単純な誘因（例えばサルに芸を教える

時には空腹にさせ、芸をやったらエサを与える）で

動機づけられるが、人はそれぞれ欲求も異なってお

り、目指すものが異なっており、一筋縄ではいかな

い。仕事に動機づけられる誘因も複雑である。 

 例えば人は有形なものにも動機づけられるし、無形

なものにも動機づけられる。 

 動機づけの理論は、この欲求の部分を説明したもの

と誘因の方を説明したものなどいろいろある。 

動因（動機） 誘因（目標） 

欲求 

（動機づけ） 

行動 

動機づける人の動機 
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4 

 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

 動機づけの技術に結びつく代表的な理論をいくつ

か紹介してみよう。 

マズローの 

欲求段階説 

（１０分） 

シート②  代表的な欲求に関する理論が、Ａ・マズローの欲求

段階説である。 

 人間は１つの欲求が満たされると次の欲求がめば

え、それが満たされると、次の欲求が出てくるとい

うように段階的に上がっていくとする。 

 

 

 

 

（シート②の１の「マズローの欲求段階説を具体的

に説明する」） 

 生理～自損の欲求までは金銭欲により代替えでき

るが、自己実現の欲求は自己満足であるから、金銭

欲では代替えできない。 

 金銭的報酬は整理から自尊の欲求を満たす手段に

は使える。 

 欲求段階説は欲求の表し方を説明した理論である

が、その人がどの欲求段階にあるかがわかれば、そ

れを満たす手段をもってくればよいし、それにより

相手を動かすことができる。 

 しかし、すべての欲求を満たすための手段を持って

くることは難しい。お金をたくさんあげるわけには

いかないし、肩書もどんどんつけるわけにはいかな

い。 

 では仕事に目を向けさせるためにはどうしたらよ

いであろうか。 

生理 

安全 
帰属・愛情 

自尊（尊敬） 

自己実現 （５段階説を説明する） 

自己満足 金銭欲 
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シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

シート①　動機づけと構造

シート②　動機づけの要因と理論

シート③　動機づけの技術

このファイルはサンプルです。 
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シート① 

 

動機づけの構造 

 

１．動機づけとは 

 動機はたとえどんな障害があろうとも定められた目標を何が何でも達成したいという強烈

な欲求から生まれるものである。したがって動機を顕在化させるためには、内発的動機をかき

たてたり、動機を顕在化させるための目的や刺激を与えていかなければならない。それを動機

づけという。 

 人間行動を取り扱う技術であるから、まず人間の欲求や動機を起こす要因を正しく理解しな

ければならない。 

 また動機づけの方法も相手のパーソナリティや、地位、立場、年齢などによって異なるので

相手に合った手段を用いることが重要である。 

 人を動機づけるためには動機づける人の動機が高くなければならない。その意味から係長自

身が自らの内発的動機も高めていく必要がある。 

 

２．動機づけの基本構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動因（動機） 誘因 

欲求 

行動 

動機づけられた 

有形、無形のみたすべきもの 

めざすべきもの 

・内発的動機を刺激する 

・誘因を与える 

（上司） 
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シート② 

 

動機づけの要因と理論（１） 

 

１．マズローの欲求段階説 

欲求は、行動を起こさせる動因になるものである。Ａ.Ｈ.マズローは、人間の欲求は並列

的に並んでいるのではなく、低次の段階から、その充足度により高次の段階へと段階的に成

長していくという説を唱えた。これを欲求段階説、あるいは欲求５段階説という。 

 ５段階とは、①生理的欲求：眠りたい、食べたいといった人間が本能的に持っている欲求、

②安全の欲求：生命の危機に瀕し、それから逃れたいという欲求、③帰属愛情の欲求：人に

好かれたい、愛されたい、集団に属していたいという欲求、④自尊（尊敬）の欲求：人から

認められたい、尊敬されたいという欲求、⑤自己実現の欲求：思うとおりの自分を実現した

い、自分を生かしたいという欲求をいう。 

 マズローは、低次の欲求が満たされない限り、高次な欲求は行動には表れず、すでに満た

された欲求すらも行動に結びつかなくなるといっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Ｘ理論・Ｙ理論（Ｄ・マグレガー） 

アメリカの行動科学者ダグラス・マクレガーが提唱した人間観（社員観）、ならびに動機づ

けの理論をいう。 

マクレガーは、人間を「本来怠け者で、強制されたり、命令されたりしなければ仕事はし

ない」とするＸ理論と、「生まれながらに仕事が嫌いということはない。条件次第では責任を

引き受けるばかりか、自ら進んで責任をとろうとする」というＹ理論に分け、この「条件」

が仕事への動機づけの要因になると述べた。その条件とは、魅力ある目標と責任と自由裁量

を与えることである。 

 Ｘ・Ｙ理論は行動科学の代表的な理論で、1950年ごろからこの考えが広まった。目標によ

る管理は、このＹ理論の理念に基づいた新しい管理の考え方に当たる。 

生理的欲求 

安全の欲求 

帰属、愛情の欲求 

自尊（尊敬）の欲求 

自己実現の欲求 

低次 

高次 

金銭欲 自己満足 
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