
私は成果主義者です私は成果主義者です

（対話を通じて個の確立を！）（対話を通じて個の確立を！）

200７年９月１２日（水）

柳下 公一

スマイル会



Ⅰ．なぜ成果主義なのか？

当たり前の事を当たり前にやる

・いかなる組織にも組織の目的がある。組織の構成員
一人ひとりが役割をはっきり認識し、組織の目的を
実現するため挑戦するのは、当然のことである

・管理職は、構成員一人ひとりをどのように組織の
目的に沿って行動させるか考えていく

・個人の行動が組織の目的に合ったものであるか
否かを絶えず評価し、あっていなければ修正する



グローバル＝アメリカンスタンダードグローバル＝アメリカンスタンダードグローバル＝アメリカンスタンダード

① 株主（納税者）の存在は絶大である① 株主（納税者）の存在は絶大である

② 明確な企業（地方公共団体）目標を示している② 明確な企業（地方公共団体）目標を示している

③ 従業員（職員）への長期のインセンティブが明確になっている③ 従業員（職員）への長期のインセンティブが明確になっている

● 職員一人ひとりの果たすべき役割（アカンタビリティー）とそのためにどう行
動すべきか（コンピテンシー）がわかる 指標を明確にしている

● 明確なサクセッションプラン（人材育成計画）とリテンションプラン（人材の

引留め策）を持っている



X理論：①仕事は嫌なもの
②命令されなければ人は動かない
③金銭的インセンティブだけが人を動機づける

Ｙ理論：①自律が組織目標の達成には不可欠である
②多くの人が創造力を持っている。
③正しく動機づけられさえすれば、人は自律的

に行動する。

Ｘ理論とＹ理論（D.マグレガー ）



透明性・納得性をベースに！透明性・納得性をベースに！透明性・納得性をベースに！

情報開示情報開示→→自主判断・主体的行動自主判断・主体的行動→→自己責任自己責任

1．改革は上からはじめ、上に厳しく1．改革は上からはじめ、上に厳しく

2．10年先から引き戻し現在を考える2．10年先から引き戻し現在を考える

3．グローバル・スタンダードに挑戦する（何のためか？何故か？）3．グローバル・スタンダードに挑戦する（何のためか？何故か？）

4．あらかじめ基準を示し、それに挑戦する（絶対だまし討ちはしない）4．あらかじめ基準を示し、それに挑戦する（絶対だまし討ちはしない）

5. 成果主義人事をめざす

（やったものがやったと思える報酬を！一方新基準適用で不利益を蒙る層には経過措置を設ける）

5. 成果主義人事をめざす

（やったものがやったと思える報酬を！一方新基準適用で不利益を蒙る層には経過措置を設ける）



Ⅱ．成果・能力をどう把握するか？ⅡⅡ．成果・能力をどう把握するか？．成果・能力をどう把握するか？

成果の大きさ成果の大きさ

役割の大きさの違い

（業務内容記入シート）

役割の大きさの違い

（業務内容記入シート）

目標管理

（何を、どこまでやったか？）

目標管理

（何を、どこまでやったか？）

能力発揮シートによる

行動特性の把握

能力発揮シートによる

行動特性の把握

成果に結びつく行動

（評価面談シート）

成果に結びつく行動

（評価面談シート）

発揮した能力発揮した能力

＝

＝

賞与賞与

昇進・昇格昇進・昇格

<<処遇処遇>>

×

×



成果の大きさ＝期待する成果×期待の達成度成果の大きさ＝期待する成果成果の大きさ＝期待する成果××期待の達成度期待の達成度
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評価の技法ではなく「仕事」そのもの！

1．目標管理は経営幹部から

2．目標管理の対象は限定される （全員対象にはならない）

3．ゴールのイメージを共有する

4．客観性より納得性を重視！

5．絶対評価が人を育てる

6．目標の適切なレベルは？

7．評価者訓練と評価に納得できない場合の対処の方法

1．目標管理は経営幹部から

2．目標管理の対象は限定される （全員対象にはならない）

3．ゴールのイメージを共有する

4．客観性より納得性を重視！

5．絶対評価が人を育てる

6．目標の適切なレベルは？

7．評価者訓練と評価に納得できない場合の対処の方法

対話の重視！対話の重視！

ⅢⅢ．目標．目標管理を制度運営の中心に管理を制度運営の中心に



１．目標管理は組織のトップから１．目標管理は組織のトップから１．目標管理は組織のトップから

経営幹部（部門長）とトップとの間で

年間計画に基づき、数値目標と部門の質的課題について

お互いが納得するまで徹底した討議を行なう（武田薬品の場合）

経営幹部（経営幹部（部門長）とトップとの間で部門長）とトップとの間で

年間計画に年間計画に基づき、数値目標と部門の質的課題について、数値目標と部門の質的課題について

お互いが納得するまで徹底した討議を行なう（武田薬品の場合）お互いが納得するまで徹底した討議を行なう（武田薬品の場合）

……ゴールのイメージを共有する（達成基準）

…………責任・権限の委譲と迅速な意思決定

（トップの一定の留保権限以外は部門長が専決）

①資料の事前提出②面接は１時間以内
③決着がつかなければ日をあらためて
④結論を確認、契約に近いものにする



2．目標管理の対象は限定される
・・・目標？目的？

22．目標管理の対象は限定される．目標管理の対象は限定される
・・・目標？目的？・・・目標？目的？

Management by Objectives through Self control

・目標管理は対象ごとにやり方を変えて・目標管理は対象ごとにやり方を変えて

（組合員 裁量労働・みなし労働対
象 ）

（社長 経営幹部 上級幹部 幹部社員）

（組合員 定型事務・技能職）



3．ゴールのイメージを共有する33．．ゴールのイメージゴールのイメージを共有するを共有する

目標設定時にどこまでやったら やったといえるか
徹底的に話し合う

目標設定時にどこまでやったら やったといえるか
徹底的に話し合う

・何を達成することを求めるか 「指標」

・その指標をどこまでクリアーすれば達成したことに
なるのか 「水準」

・「指標」と「水準」について上司と部下とが徹底して
話し合う。折り合いがつかない時には上司が責任を
もって「成果イメージ」を示す。（リーダーシップ）



① 「何をするのか」という手段・方法を目標にするのではなく、
「どのような状態になったら達成した」と言えるかを話し合う
② どうなれば評価できるのか、どうなったとき評価してほしいの
か、上司と部下との間で徹底した意思統一をはかる
③ 何を（指標）どこまでやるか（水準）を明確にする

① 「何をするのか」という手段・方法を目標にするのではなく、
「どのような状態になったら達成した」と言えるかを話し合う
② どうなれば評価できるのか、どうなったとき評価してほしいの
か、上司と部下との間で徹底した意思統一をはかる
③ 何を（指標）どこまでやるか（水準）を明確にする

①たとえば「県民への○ ○説明回数を増やす」という業績目標は適当だろ

うか？この目標ではプロセスが書かれているだけで、これでは評価の段階
で県民との関係が何も変わっていなくても「達成」したことになる。こうした
場合「もし・・・ならばどんな成果が期待されるか」を考えてみるとよい。

②上司と部下の考えが不統一のままスタートすると期中もベクトルが一致
せず、期末の評価も「やった」「やってない」の水掛け論になってしまう。

③「何を」についてはそう揉めることもないが「どこまでやったらやったと言
えるか」は簡単ではない。「期待される役割」と本人の能力との兼ね合いを
どう考えるかが問題になる。

ゴールのイメージによる目標設定



4．客観性より納得性を重視！44．．客観性より納得性を重視！客観性より納得性を重視！

評価の目的は差をつけ、決めつけるものではない。今

日の業績を明日につなげ組織を活性化させること。

各部門の目標が組織の目標に直結したものになってい

ることを前提に、評価は上司と部下・当事者同士の納

得性を最優先！

評価の目的は差をつけ、決めつけるものではない。今

日の業績を明日につなげ組織を活性化させること。

各部門の目標が組織の目標に直結したものになってい

ることを前提に、評価は上司と部下・当事者同士の納

得性を最優先！

・人間評価ではない仕事の評価であることに留意

・ 「仕事・仕事の実績・今期どのように行動したか」を上司と部
下の 中間に置いて、具体的事実について話し合う



①業務活動の遂行を目標にすることなく、「その活動を通じてどのような成
果を出そうとしているのか」を目標にする
②誰が見ても同じイメージを持てる表現で目標を設定する
③何を「指標」としてその目標の達成度を測定するか、あらかじめ目標の中に
含ませておく
④目標としてうまく書き表せない、しかし重要なものがある、それをどう書く？

①業務活動の遂行を目標にすることなく、「その活動を通じてどのような成
果を出そうとしているのか」を目標にする
②誰が見ても同じイメージを持てる表現で目標を設定する
③何を「指標」としてその目標の達成度を測定するか、あらかじめ目標の中に
含ませておく
④目標としてうまく書き表せない、しかし重要なものがある、それをどう書く？

①「年２回、○○に関するレポートを作成し提出する」→「・・・作成し提出す
ることにより、どのような成果を生み出すのか」

②「 ○○部に対し有効な支援を積極的に行う」 →「 ○○部に対し○○に
関する情報の提供を行い、 ○○部のリスクマネジメントに関する意思決

定のミスを防止する」

③ 「○○に関する情報を収集、整理しデータベース化する」 →「質的に結
果を測定できるような指標を入れておく。 」

例：（ⅰ）作り上げた時期の早さ（ⅱ）組み込まれた情報の多さ（ⅲ）活用し
ている人の多さ（ⅳ）業務効率の上昇度（ⅴ）コストの削減度など

数値目標のない部門の目標設定は？



評価の目的は組織の活性化である

・今日の成果を明日につなげていくこと
部下が「やった！」と思ったとき、上司と部下の評

価が一致することほど幸せな事はなく、それが次
の仕事へのエネルギーとなる。評価の目的は上
司の評価を部門の業績につなげていくことであっ
て、差をつけることではない。

評価される側が納得し、次の期への意欲づけができれ
ば、他と比較して甘いか辛いかは問題にならなくなる

・これがうまくいかないのは、上司と部下の間に仕事を介して本
音の対話ができる風土が成熟していない。また、その努力をし
ていないのではないか？



5．絶対評価が人を育てる55．．絶対評価が人を育てる絶対評価が人を育てる

・目標管理ではプロセスは評価しない。あくまでもできたか
できなかったかだけを見る。やりかたはよかったとしても
未達は未達。「おまけ」で達成にはしない。

・目標管理ではプロセスは評価しない。あくまでもできたか
できなかったかだけを見る。やりかたはよかったとしても
未達は未達。「おまけ」で達成にはしない。

・できなかったときほどプロセスをよく聞く。・できなかったときほどプロセスをよく聞く。

・人材育成の目標ウエイト１０～２０％・人材育成の目標ウエイト１０～２０％

・目指した成果は得られなかったときにも、「どのように行
動したか」は 昇格・昇進に際しての貴重な情報になる！

⇒能力発揮シート

・目指した成果は得られなかったときにも、「どのように行
動したか」は 昇格・昇進に際しての貴重な情報になる！

⇒能力発揮シート



6．目標の適切なレベルは？66．．目標の適切なレベルは？目標の適切なレベルは？

・達成可能性が最もやさしいもので８０％～最も

難しいもので５０％の範囲に設定（上司から見て）

・期中の目標変更は限定される。大きな事情変更
があった場合には設定時のブレークダウンの逆
を辿ってトップの承認を得る。認められた場合に
はあらためて面接をし、変更を確認する。

期待される役割に見合った絶対基準を作る

役割責任に見合った目標であることを前提に・・・

期待される役割に見合った絶対基準を作る

役割責任に見合った目標であることを前提に・・・



7．評価者訓練と不満がある場合の対処のしかた7．評価者訓練と不満がある場合の対処のしかた

・ 一次評価者の役割が重要になってくる・ 一次評価者の役割が重要になってくる

・ 救済制度：一次評価の結果に納得できなければ
上位の上司の裁定にゆだねる。それでも納得でき

なければ、評価についての苦情処理委員会（仮称）
にあげることが可能。苦情があったことで本人・上
司双方とも減点にはしない。

・ 救済制度：一次評価の結果に納得できなければ
上位の上司の裁定にゆだねる。それでも納得でき

なければ、評価についての苦情処理委員会（仮称）
にあげることが可能。苦情があったことで本人・上
司双方とも減点にはしない。

・ 評価者訓練：目標設定のありかた・発揮された能力

の把握のしかた、活用法など

・ 評価者訓練：目標設定のありかた・発揮された能力

の把握のしかた、活用法など



目標管理 これだけは是
非！

１．目標管理は経営幹部から
（トップと経営幹部（部門長）の間で、量的・質的目標に

ついてお互いが納得するまで徹底して討議する）

２．ゴールのイメージを共有する
（目標設定時に何を[指標]どこまでやったら やったと

いえるか[水準] を話し合う）

３．質的な目標を重視する
（何をどれだけいつまでに⇒何をどこまでやるか）

４．目標管理の対象は限定される
（ Management by Objectives through Self control）

５．制度の成否は一次評価者次第！
（評価者訓練と不満がある場合の救済制度）



ⅣⅣ．長期的な人材育成と成果主義．長期的な人材育成と成果主義

・常に高い成果を生み出す優秀な職員を一人でも
多く育てる・・・成果主義の究極の目的

・成果そのものでなく、成果をあげるために
どのように行動したかを見る

・短期（期毎）の成果を間に置いて上司と部下が
対話を重ねて行く（仕事が人を育てる）

・短期的視点に陥らないようコンピテンシーを活
用！
・「百の教育より一つの人事」 どんな人を昇進
させていくかが組織の将来を決める



コンピテンシーの氷山図コンピテンシーの氷山図コンピテンシーの氷山図



① 行動で
示されるもの

② 成果に
結びつくもの

③ 安定して発揮
されるもの

コンピテンシーコンピテンシー

コンピテンシーとは能力・資質のことであるが、ただ
保有するだけでなく成果を求めて行動する過程で実際
に発揮されたものを分析し明らかにする

コンピテンシーとはコンピテンシーとは能力・資質のことであるが、ただ能力・資質のことであるが、ただ
保有するだけでなく成果を求めて行動する過程で実際保有するだけでなく成果を求めて行動する過程で実際
に発揮されたものを分析し明らかにするに発揮されたものを分析し明らかにする

コンピテンシーの明確化コンピテンシーの明確化コンピテンシーの明確化

コンピテンシーの明確化により、実際に行っている行動レベルを質的な
高さで評価できるようになるため、能力評価がより客観的なものとなる。



ＢＤＩテスト ２１６問よりＢＤＩテストＢＤＩテスト ２１６問より２１６問より

選択肢 Ａ＝全くそのとおり Ｄ＝あまりそういう傾向はない

Ｂ＝そういう傾向がある Ｅ＝全くそんなことはない

Ｃ＝どちらともいえない

・何が人をやる気にさせ、何がやる気を無くさせるかをすぐ見分けられる。
・立てた計画を変更するのに戸惑うことはない。
・協調性やチームワークを高めるための特別な努力はしない。
・怒りを相手にはっきりとぶつける。
・複雑な考えを説明する時でもあまり「たとえ」は使わない。
・組織やグループの期待に、自分の行動を合わせている。
・自分の考えが支持されないようなら発言しない。
・不確実な状況でもチャレンジングな目標を達成する努力をする。
・人の悩みに十分耳を傾けるように心がけている。
・自分が頼んだことを人がきちんとやっているかどうか確認する。

・何が人をやる気にさせ、何がやる気を無くさせるかをすぐ見分けられる。・何が人をやる気にさせ、何がやる気を無くさせるかをすぐ見分けられる。
・立てた計画を変更するのに戸惑うことはない。・立てた計画を変更するのに戸惑うことはない。
・協調性やチームワークを高めるための特別な努力はしない。・協調性やチームワークを高めるための特別な努力はしない。
・怒りを相手にはっきりとぶつける。・怒りを相手にはっきりとぶつける。
・複雑な考えを説明する時でもあまり「たとえ」は使わない。・複雑な考えを説明する時でもあまり「たとえ」は使わない。
・組織やグループの期待に、自分の行動を合わせている。・組織やグループの期待に、自分の行動を合わせている。
・自分の考えが支持されないようなら発言しない。・自分の考えが支持されないようなら発言しない。
・不確実な状況でもチャレンジングな目標を達成する努力をする。・不確実な状況でもチャレンジングな目標を達成する努力をする。
・人の悩みに十分耳を傾けるように心がけている。・人の悩みに十分耳を傾けるように心がけている。
・自分が頼んだことを人がきちんとやっているかどうか確認する。・自分が頼んだことを人がきちんとやっているかどうか確認する。



コンピテンシーのパターンコンピテンシーのパターンコンピテンシーのパターン

・リーダーシップ 独自の長期方針を作り、浸透させ、動機付ける

・強制力 無理やりにでも即座に部下を動かす

・育成力 育成場面・機会を設定し、ＯＪＴを行う

・チームワーク 協力を惜しまず目標達成していく

・リーダーシップ 独自の長期方針を作り、浸透させ、動機付ける

・強制力 無理やりにでも即座に部下を動かす

・育成力 育成場面・機会を設定し、ＯＪＴを行う

・チームワーク 協力を惜しまず目標達成していく

・達成指向性 より高い成果を達成しようとし、粘り強く諦めない

・イニシアティブ 先の変化を読み、先手をうって対応行動を起こす

・徹底確認力 基準からのズレをチェックし、修正する

・顧客指向性 顧客（社内外）のニーズを察知し、応える

・達成指向性 より高い成果を達成しようとし、粘り強く諦めない

・イニシアティブ 先の変化を読み、先手をうって対応行動を起こす

・徹底確認力 基準からのズレをチェックし、修正する

・顧客指向性 顧客（社内外）のニーズを察知し、応える

・企画立案力 より詳細に状況を分析し、対策を立てる

・概念的思考力 まったく別々の考えをつなぎ新しいアイデアを出す

・専門性 専門的知識を業務に活用する

・情報指向性 普通行かないようなところまで行って情報収集する

・企画立案力 より詳細に状況を分析し、対策を立てる

・概念的思考力 まったく別々の考えをつなぎ新しいアイデアを出す

・専門性 専門的知識を業務に活用する

・情報指向性 普通行かないようなところまで行って情報収集する

・対人インパクト 説明・プレゼンテーションをうまくやって人を説得する

・対人理解力 人の気持ち・感情を察知し、それに合わせる

・関係構築力 仕事を離れて、個人的に仲良くなる

・組織感覚力 非公式の力関係・風土を見抜き、それにアプローチする

・対人インパクト 説明・プレゼンテーションをうまくやって人を説得する

・対人理解力 人の気持ち・感情を察知し、それに合わせる

・関係構築力 仕事を離れて、個人的に仲良くなる

・組織感覚力 非公式の力関係・風土を見抜き、それにアプローチする

・自己貫徹力 反対意見・不確実な状況に振り回されず、信念を貫く

・セルフコントロール ストレス状況の中でも感情的にならない

・フレキシビリティー 多くの打ち手を持ち、状況変化に応じて使い分ける

・組織貢献力 自分の考えを抑え、組織ニーズに自分を合わせる

・自発的努力 自分の興味あることを仕事にしてしまう

・自己貫徹力 反対意見・不確実な状況に振り回されず、信念を貫く

・セルフコントロール ストレス状況の中でも感情的にならない

・フレキシビリティー 多くの打ち手を持ち、状況変化に応じて使い分ける

・組織貢献力 自分の考えを抑え、組織ニーズに自分を合わせる

・自発的努力 自分の興味あることを仕事にしてしまう

<<チームチーム
マネジメントマネジメント>>

<<達成行動達成行動>>

<<思考力思考力>>

<<対人影響力対人影響力>>

<<セルフセルフ
マネジメントマネジメント>>



ハイ
パフォーマー
Ｎ＝83

３.７８

３.９６

３.５６

３.８１

３.４６

３.９５

３.８４

３.３４

３.４８

３.６４

３.４２

アベレージ
パフォーマー
Ｎ＝198

３.５６

３.７９

３.３７

３.６８

３.３５

３.８２

３.７３

３.２４

３.３７

３.５５

３.３０

危険率

０.０００２

０.００２６

０.００３２

０.０１６３

０.００８８

０.０２０５

０.０１９５

０.０３４１

０.０５５１

０.０５４０

０.０５９８

全体
Ｎ＝281

３.６３

３.８４

３.４２

３.７２

３.３８

３.８６

３.７６

３.２７
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◎達成指向性

◎リーダーシップ

◎概念的思考力

企画立案力

◎フレキシビリティー

対人理解力

◎イニシアティブ

強制力

自己貫徹力

顧客指向性

組織感覚力

ハイパフォーマーの行動特性ハイパフォーマーの行動特性ハイパフォーマーの行動特性

（武田薬品でのケース・スタディ）



コンピテンシーの５段階コンピテンシーの５段階コンピテンシーの５段階

「できる」「できる」 とと 「している」「している」 は違う！は違う！

1．言われたことをその通りやっている。1．言われたことをその通りやっている。

2．やるべきことを（言われなくても）やっている。2．やるべきことを（言われなくても）やっている。

3．やるべきことを（明確な判断のもとに）やっている。3．やるべきことを（明確な判断のもとに）やっている。

4．やるべきことを（独自の工夫を入れて）やっている。4．やるべきことを（独自の工夫を入れて）やっている。

5．与えられた条件のもとで動くのではなく、条件を
変えるよう行動を起こしている 。

5．与えられた条件のもとで動くのではなく、条件を
変えるよう行動を起こしている 。



コンピテンシーのレベル（徹底確認力の例）コンピテンシーのレベル（徹底確認力の例）コンピテンシーのレベル（徹底確認力の例）

定
義

仕事を進めるうえで漏れやミスがないか、決められた基準からずれていないか
を徹底的にチェック、それらを最小限にし、未然に発生を防ぐ力。

０
仕事上でミスが起こったり、基準から外れたことがあったとしても、それを一
切気にせず、対応策も打たない。

１
組織内の最低限のルールや業務遂行基準はそのとおり守っている。ただし、ミ
スや問題が発生したときには自分だけでは対応しきれていない。

２
仕事上でミスや問題が発生した場合には、自分でそれを修正し基準どおりの状
態にもどしている。

３
仕事上でミスや問題が発生した場合には、その原因を分析的に追求し、今後二
度と同じミスや問題が起こらないよう対策を講じている。

４
自分の仕事だけでなく周囲にも目を配り、そこでミスや問題が発生していない
か常にチェックし、何か問題が起こっていればすぐに修正し再発を防いでいる

５
日頃からあらゆることに気を配りながら、ミスや問題の起こりそうなところを
事前に発見し、それらが実際に起こらないように未然に防止策を講じている。

６
部署全体の中で業務遂行の基準を自ら設定し、その基準どおりに仕事が進んで
いくような、システム・ルール・を整備し、問題やミスの発生を防いでいる。

７
組織全体に影響が及ぶような問題、リスクが発生していないか、また起こりそ
うにないか常に考え、問題発生を未然に防ぎ、リスクを最小限にしている。



自立に関する１２章

（１）自分のことは自分でする 。 （２）他人の成功をねたまない。

（３）外に向かって自分の属する組織の悪口を言わない。

（４）自分の知らないことは知らないとはっきりいう。

（５）人それぞれの考え方の違いを認める。

（６）人の話は最後まで聞く。 （７）年齢の上下にこだわらない。

（８）人に世話になっても恩に着ない。世話をしても恩に着せない。

（９）自分自身を客観視できる上質なユーモアのセンスを身につけている。

（10）男女は同じではないことを知った上で相手を尊重している。

（11） 貧しく暮らすすべも、豊かに暮らすすべも知っている。

（12）他人がどう見ているかではなくセルフコントロールに従っている。

ⅴ．個の確立をはかるⅴ．個の確立をはかる

何事についても自分の頭で考え、自分の言葉で表現する何事についても自分の頭で考え、自分の言葉で表現する 。。
そして自分の発言したことに責任を持つそして自分の発言したことに責任を持つ 。。


