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採用面接評価における面接者要因の探索的検証
― なぜ面接評価は面接者によって異なるのか ―
今城 志保（㈱リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所）
Exploratory Examination of Interviewer’
s Effects on Selection Interview Evaluations
Shiho Imashiro (Recruit Management Solutions Co., Ltd., Institute for Organizational Behavior Research )

採用面接は採用 選考過程で 最も多く用 いら

響も、特に実務 家にとっては 重要な視点 であ

れ、最も重視さ れる選考手法 であり、そ のた

る。例えば、評 価観点のすり 合わせは面 接の

め産業組織心理 学の大きな研 究テーマの ひと

みならず人事評 価など、組織 人事での主 観評

つである。予測 的妥当性の水 準に関して はま

価の精度向上の ために用いら れる方法の ひと

とまった知見が 蓄積されつつ あるものの 、残

つであり、評価 がどの程度意 識的なコン トロ

念ながら評価内 容に関する研 究はかなり 遅れ

ール下にあるか はこういった 評価者訓練 の効

て い る と い わ ざ る を 得 な い （ Harris,1999）。

果にも影響を及 ぼすことが予 想される。

採用面接で何が 評価されてい るかを考え る際

面接者の意識 が評価に影響 を及ぼすこ とを

のキーとなるの が面接者であ る。日本で 行わ

実証的に示した 研究には、面 接者の応募 者に

れた分析でも面 接者によるば らつきが評 価の

対する期待や先 入観の影響を 扱ったもの があ

分散の多くを占 めていること が報告され てい

る。実験研究と 実際の採用面 接における 研究

る（今城, 2005）。

のいずれにおい ても、投げか ける質問の 内容

面接者の要因 に関する先行 研究には大 きく

や量などの面接 者の行動が、 期待を確定 させ

分けて 2 つ のタイプが ある。ひとつは面 接者

る方向に偏ると の結果がおお むね得られ てい

の知的能力や面 接経験などに 着目したも の、

る（レビューは Dougherty & Turban, 1999）。

もうひとつは面 接者の評価観 の違いに着 目し

Policy- capturing の研究でも、面接者 の期

たものである。 本論文は後者 の視点に立 った

待の影響に関す る研究でも、 問題点はこ れら

研究の報告であ る。

の面接者間の違 いが、実際の 面接の評価 結果

面接者の評価 観の違いに関 しては、さ まざ

に違いをもたら していること を直接確認 でき

まな情報や評価 観点を最終評 価や意思決 定に

ていない点にあ る。言い換え れば、同じ 評価

用いるウエイトを面接者ごとに算出する

方針や期待を持 った面接者の 評価が、実 際の

policy- capturing （ Slovic & Lichtenstein,

面接場面で一致 するかは定か ではない。 評価

1971）と呼ばれ る手法を用い て研究が進 めら

対象を統制して 行う Policy- capturing の実験

れてきた。その 結果、採否の 意思決定に 際し

研究では、確か に同じ方針を 持った面接 者の

て、面接者間で 得られた情報 のウエイト 付け

評価は結果的に 一致しやすい といえる。 しか

が確かに異なる ことが報告さ れている（ レビ

し、このような 研究では扱う 情報が単純 化さ

ューは Graves & Karren, 1999）。

れすぎている。 一方で、実際 の人物を対 象に

ここで問題な のは、面接者 自身がどの 程度

評価を行う研究 （例え ば Graves & Karren,

自 分 の 方 針 （ policy） を 認 識 し て い る か で あ

1992） で は 、 評 価 対 象 に 関 す る 統 制 が な く 、

る。Policy- capturing 研究では、通常面 接者

学業成績等の客 観的に得られ る情報を除 いて、

が意識している 重要性ではな く、分析に よっ

面接者自身が評 定した下位の 観点評価（ 例え

て結果的に得ら れる重要性を 扱う。しか し、

ば「行動的」）の 重み付けを 分析する。と ころ

面接者に意識さ れる重要性が 結果に及ぼ す影

が、この下位の 評価観点が面 接者間で異 なる
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可能性が排除で きない。例え ば、2 人の 面接

分析は多水準モ デル（Multilevel Model）

者がともに、行 動的であるか どうかが最 も重

を用いる。多水 準モデルとは 、ある個人 が課

要であると思っ ていたとして も、2 人の 意味

に属し、その課 はある企業に 属するなど のよ

する「行動的」 がそもそも異 なる可能性 があ

うにデータが階 層化されてい る場合に用 いる

る。このような場 合、面接者間 の policy が一

分析モデルであ る。例えば企 業レベルで 何か

致していても、 評価結果は一 致しない。

を分析するとき は、これまで は課や部の まと

そこで本研究で は面接者の 評価観の違 いが

まりは無視して まとめてデー タを扱うこ とが

結果的に評価に どの程度影響 するかを、 実際

多かった。しか し、これは変 数間の独立 性の

の採用面接場面 で収集したデ ータを用い て検

仮定に反してお り、誤った解 釈や分析結 果を

証することを目 的とする。こ の際、応募 者の

導く危険性があ ることが指摘 されている 。多

適性検査の結果 を用いること で、異なる 応募

水準モデルは、 このような問 題を解消す るた

者の面接を行っ た面接者間の 違いについ て論

め開発されたも ので、近年多 く用いられ るよ

じる。つまり、適 性検査の結果 を基準とし て、

うになっている(Hofmann，1997) 。解析 にお

A

いては、HLM６（Raudenbush, Bryk, Cheong,

面接者と B 面接者の評価の違いを検討 しよ
うというもので ある。先行研 究の結果か ら、

& Congdon, 2004） を用いた。

面接者が意識し ている人材観 （どのよう な人

なお、本分析で は応募者をレ ベル 1、 面接

材要件を重視す るか）に合う 応募者ほど 評価

者をレベル 2 として特 定の面接者の 下に、そ

が高くなると予 測される。

の面接者が評価 した応募者が ひもづくモ デル
となっている（ 図２参照）。

方 法；あるサービス会社 A

社で昨年行わ れた

採用面接時に実 施した面接の 評価結果と 応募

結 果 ；面接者の人材観の影響を検討する ため

者 の SPI2 結 果 （ n=514, 男 性 67％ 、 女 性

の階層線形モデ ル式は図３に 、また分析 結果

33％ ）と 、面接実施の 約 3 ヶ 月前に面接 者を

は表２に示した 。

対象に実施した アンケート結 果（n=39, 男性

応募者の「知的 能力」と面 接評価の関 係で

90％、女 性 10％）を用い る。用いた変数 の詳

は、面接者が思考 力を重視す る人である ほど、

細は表 1 に 示す。

またコミュニケ ーション能力 を重視する 人で

表1

分析に用いた変数

あるほど、応募 者の知的能力 の高さが、 面接
評価にプラスの 影響を及ぼし ていた（そ れぞ

＜従属変数＞
総合面接評定：1 項目 5 段階評定
（1 採用できない〜５ぜひ採用したい）

＜独立変数＞
SPI
2得点：性格検査は因子分析の結果をもとに、
該当する尺度得点の平均値を使用
性格「繊細」社会的内向性、敏感性、自責性、気分性、
自信性( 反転)

性格「緻密」 内省性、持続性、慎重性
性格「積極」 身体活動性、達成意欲、活動意欲、高揚性
また、基礎能力総合得点を「知的能力」として
使用
人材観：面接者に人材要件 5 項目（行動力、誠実さ、
思考力、協働力、コミュニケーション力）に
重要度による順位をつけてもらい、順位 1 ある
いは 2 の場合は１、それ以外は０としてコーデ
ィング。

＜統制変数＞
性別：女- 1 、男- ０
学校：採用実績校- 1 、それ以外- ０

れ、γ 1 1 =0.088、γ 1 2=0.054でともに 5％ 水準
で有意）。思考力 とコミュニケ ーション力 以外
のものをより重 視する面接者 では、逆に 知的
能力が高いほど 面接評価が低 くなる傾向 が、
弱いものの見ら れた（γ 1 0=−0.027）。
図２階層イメージ
レベル 2

面接者 1

面接者の人材観
による違い
レベル 1

応募者

応募者の性格特性、
基礎能力による違

応募者

応募者

面接者 2

…

応募者
応募者
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応募者の性格特 性と面接評 価の関係に つい

協働力と行動力 をモデルに組 み込んだ。 協働

ては、
「繊細」に 関しては特に 面接者が重 視す

力 重 視 で は 影 響 が 見 ら れ ず （ γ

るものとの関連 性は仮定しな かった（γ 2 0=

0.003,p=0.867）、行動力重視 の方でのみ 、5％

−0.014, p=0.096）。面接者の 違いにかか わら

水 準 で 有 意 な 影 響 が あ っ た （ γ 4 1=− 0.042）。

ず、平均的に「 繊細」と面接 評価との関 係は

思考力重視の面 接者が「緻密 」な応募者 に対

5％水準では有意 とはならな かった。し かし、

して評価が辛く なったのと同 様、行動力 重視

より繊細な人ほど評価が低くなる傾向が

の面接者は「積 極」得点の高 い応募者に 対し

10％水準では見 られている。
「繊細」と面 接評

て低い評価を行 う傾向があっ た。一方、 行動

価の相関は−0.14(p<0.05)あ ることから 、面

力重視の面接者 以外の面接者 では、積極 的な

接者の人数が少 なく検出力が 不足してい た可

応募者の評価は 一般に高くな る有意な傾 向が

能性がある。

認められた（γ 4 0=0.046）。

42

=

「緻密」につい ては、面接 者が重視す る要
件として誠実さ と思考力をモ デルに入れ たが、 考 察； 今回の分析では、実際の採用面接 評価
結果的に誠実さ 重視の影響は 見られず（γ 3 1=

において、評価 の際に何を重 視するかと いっ

0.009,p=0.451）、思考力のみ 5%で有意と なっ

た面接者の人材 観が評価に影 響を及ぼし てい

た（γ 3 2 =−0.071）。思考力を 重視する面 接者

たことが予測ど おり確認され た。知的能 力に

ほど、
「緻密」の 得点の高い応 募者を低く 評価

関しては、思考 力やコミュニ ケーション 力を

する傾向があっ たことになる 。思考力以 外の

重視する面接者 は知的能力の 高い応募者 を高

要件を重視する 面接者につい ては、逆に 「緻

く評価する傾向 があった。
しかしながら性 格特性にお いては、人 材観

密」な応募者の 評価が概して 高くなる傾 向が

の影響は認めら れたものの、 その方向性 は予

5％水準で有意で あった（γ 3 0=0.018）。
「積極」につい ては、重視 する要件と して

図３ 分析モデル
レベル 1

Ｙ = β0 + β1∗
( 知的能力) +β2 ∗
(
繊細)+β3 ∗
(
緻密)
+β4 ∗
(
積極)+β5 ∗
(
性別)+β6 ∗
(
学校)+ r
Y ；ある応募者の面接評価
β0；応募者ごとの回帰直線における切片
β1 〜β6；応募者ごとの各変数の回帰係数
r ；誤差
レベル 2

β0 =
β1 =
β2 =
β3 =
β4 =
β5 =
β6 =

γ00 + u 0
γ10 +γ11∗
(
思考力重視)+γ12 ∗
(
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
力重視)+ u
γ2 0 + u 2
γ3 0 +γ3 1∗
(
誠実さ重視)+γ3 2 ∗
(
思考力重視)+ u 3
γ4 0 +γ4 1∗
(
行動力重視)+γ4 2 ∗
(
協働力重視)+ u 4
γ5 0 + u 5
γ6 0 + u 6

γ00；面接者ごとの回帰直線における切片の平均
u 0 ；面接者ごとの回帰直線における切片のばらつき
γ1 0〜γ60；面接者ごとの各変数の回帰係数の平均
γ1 1 , γ1 2 ；面接者の重視項目による”
知的能力”
の回帰係数の変化
γ3 1 , γ3 2 ；面接者の重視項目による”
緻密”
の回帰係数の変化
γ4 1 , γ4 2 ；面接者の重視項目による”
積極”
の回帰係数の変化
u 1 0〜u 1 0；重視項目以外の面接者ごとの回帰係数のばらつき

1

表2 HLMの結果
固定効果
切片 β0
切片 γ00
知的能力 傾き β1
切片 γ10
思考力重視 γ11
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力重視 γ12
性格̲
繊細 傾き β2
切片 γ20
性格̲
緻密 傾き β3
切片 γ30
誠実さ重視 γ31
思考力重視 γ32
性格̲
積極 傾き β4
切片γ40
行動力重視 γ41
協働力重視 γ42
性別 傾き β5
切片 γ50
学校 傾き β6
切片 γ60
** p < 0.01

係数 標準誤差

T値

ｄｆ

1.784

0.1029

17.330

38 **

-0.027
0.088
0.054

0.0129
0.0212
0.0160

-2.066
4.150
3.336

36 *
36 **
36 **

-0.014

0.0080

-1.707

38 ✝

0.018
0.009
-0.071

0.0058
0.0115
0.0146

3.142
0.762
-4.873

36 **
36
36 **

0.046
-0.042
0.003

0.0123
0.0138
0.0200

3.762
-3.045
0.170

36 **
36 **
36

0.512

0.1118

4.583

38 **

0.453

0.0932

4.862

38 **

分散
0.09891
0.00064
0.00038
0.00028
0.00064
0.13483
0.05218
1.06874

χ
15.4315
22.5742
38.3822
25.3849
35.2964
31.3287
12.6062

✝ p < 0.1

変動効果
切片 U0
知的能力 傾き U1
繊細 傾き U2
緻密 傾き U3
積極 傾きU4
性別 傾き U5
学校 傾き U6
レベル1 r

標準偏差
0.31449
0.02537
0.0194
0.01684
0.02535
0.36719
0.22844
1.0338

2

df p
30 >.50
28 >.50
30 0.14
28 >.50
28 0.16
30 0.40
30 >.50
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測とは逆であっ た。予測では 、思考力を 重視

3

点目は、面接 者が自分の 重要視する 要件

する面接者は、 その要素を反 映している と考

に関しては、性 格検査で測定 された内容 より

えられるじっく りと考えるこ とを好む緻 密な

も広範囲にわた って評価を行 っていた可 能性

応募者を高くす るであろうし 、行動力を 重視

である。例えば 行動力を重視 している面 接者

する面接者は積 極的に行動を 起す応募者 の評

はフットワーク のよさや覇気 があるかだ けで

価が高いだろう と考えていた 。ところが 分析

はなく、リスク テイクや思い 切りのよさ もあ

結果からは、面 接者は自分の 重視する要 件に

わせて評価して いるなどであ る。いずれ にせ

ついて、辛めに 評価している と考えられ る結

よ今回のデータ は 1 社 のものである ため、ど

果であった。

の程度一般化が できる結果な のかも含め 、今

これまでの面接 研究におい て同様の結 果が
報告されたもの はなく、推測 の域を出な いが、
今回の結果が得 られた理由と して以下 3 つの
可能性をあげて おく。まず、 期待が高か った
ゆえに評価が辛 くなってしま った可能性 であ
る。社会認知の 研究には、期 待と異なる 情報
は記憶に残りや すいことや、 期待を支持 する
認知の偏りは常 に起きるわけ ではなく、 結論

後さらに研究を 進める必要が あるだろう 。
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