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2016年1月16日（土） 
SHRMコンピテンシー研究会 及び 

戦略的人材マネジメント研究会、本日のアジェンダ 

15:00-15:30  初参加の方のみ、自己紹介  

15:30-16:10  パフォーマンス・レビュー、タレント・レビューのあり方を問う 

                     「激動する市場の変化にどう対応し、やりがいを引き出すか！」                 

                       報告者：戦略的人材マネジメント研究会   代表世話人 石川 洋 

16:20-17:20  日本オラクルのタレント・レビューと後継者育成事例 

                     報告者：日本オラクル株式会社 クラウドアプリケーション事業統括 

               HCMクラウド統括本部 部長 小野 りちこ氏 

17:20-18:00   ディスカッション タイム 

             次回の発表者に関して 
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日本でのパフォーマンス・レビュー、 
問われるタレント・レビューのあり方を問う！ 

1. パフォーマンス・マネジメントの変遷 
 2000年ごろから台頭したタレント・マネジメントの中核に位置づけらた！ 

 2010年 人材マネジメント学部の創設で、中核として位置付けられた 

2. 進むパフォーマンス・マネジメントの標準化の動き 
 2000年初頭から、伝統的PMへの煩雑性、非合理性、透明性のなさに不満が鬱積 

 2012年、パフォーマンス・マネジメントの標準化案をANSIが認可 

 2013-2016、ANSI版コーチング＆人材開発型パフォーマンス・レビューへの転換 

 2015年、80年続いたランクづけ評価のGEが、2015年に歴史的な大転換を発表！ 

3. パフォーマンス・レビューからタレント・レビューに転換する理由は？ 
 「業績レビューを見る」のが基本だが、むしろ「タレント開発」を重点的に見守った

方が、やりがいが増し、効果的ではないのか？ 

4. タレント・レビューで何を見るべきなのか？ 
 マーカス・バッキングハムの「強さ革命」によるRadical Shift 

 People Firm社の目指すコミットメント型パフォーマンス・マネジメント 

 脳科学によるより効果的なパフォーマンス・マネジメント手法を検証 

5. チームや組織全体のパフォーマンスを見る手法 
 ACEメソッドにより、アライメント、能力、エンゲージメントを見る手法 

 組織全体のタレント開発を目指すタレント開発報告指針TDRP手法 
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世界の人材マネジメント関連団体の国際大会に 
過去27回参加（年次総会25回） 

団体名 概要 特徴 調査・参加・発表の実績 回数 

人材マネジメント協会
（SHRM）会員約28万 

人材マネジメント
HRMに関するテーマ
全般 

2010年より、戦略的マネ
ジメント、タレントマネジ
メント、国際HRを強化 

2010ー2015 SHRM年次総会6年連続参加    

2015  SHRM CP/SCP HRプロ認定    

     準備セミナー修了(日本初） 

6 

タレント開発協会（ATD、
旧称ASTD） 
会員約4万 
 
 
 

人材開発、人材育成、
リーダーシップ、マネ
ジメント、ＲＯＩ，効
果測定、ＨＰＩ他 
備考：*印は、認定プ
ログラムで、全部で9
プログラムを修了。 

副題がWorkplace, 
Learning & Performance 
(WLP) 
CPLP, コンピテンシー、Ｒ
ＯＩ及び効果測定、タレン
ト・マネジメントに力を入
れている。 

2002 *HPI認定プログラム修了 

2002   ROIコンファレンス参加(日本初) 

2004 *ROI 認定プログラム修了(日本初) 

2006 *組織改革認定プログラム修了 

2007 *Career planning & Talent 

management認定プログラム修了(日本初) 

2003-2011 9年連続 年次総会参加 
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HR SUMMIT 
シンガポール 

SHRMのアジア版 
人材マネジメント一般 

5月に2日間シンガポールで
開催。参加者4000名 

2012 ５月参加 1 

国際パフォーマンス改善
協会（ISPI）会員約1万 

Performanceに関連
する全般 

パフォーマンス改善HPIに、
特に力点を置いている 

2003/2004/2005３年連続参加/発表2004 

**HPT 認定2プログラム修了(日本初) 

2005 *人財価値の測定コース修了 
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国際メンタリング学会
（米IMA） 

メンタリング全般の 
普及活動、大學中心 

効果測定は、重要な手法と
して重視 

2003/2004/2005/2006/2009(日本初) 

５回参加＆発表(日本初) 

、*ハイ・インパクト・メンター・プログラム修了 

5 

欧州メンタリング＆コー
チング協会（EMCC） 

メンタリング＆コーチ
ングの普及 

効果測定は、重要な手法と
して重視 

2003 日本から初参加・発表 1 

TDRP コンファレンス タレント開発報告指針

TDRP業界標準 

組織全体でのタレント開発

状況を見える化する仕組み

をつくり、改善・軌道修正

をする業界標準 

2013.10 TDRP Workshop及びTDRPコンファ

レンスに参加（日本初） 
1 
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1. パフォーマンス・マネジメントの変遷 

 1970年代にAubrey Daniels博士が主張した考え方で、行動から結果に

結びつけるための効果的なマネジメント手法である。 

 企業におけるPMとは、製造やサービスの提供において、組織の中で、部

課／チームや従業員が効率的、効果的手法に進めるための最善のマネジ

メント手法とした。 

 1998年、欧州人材マネジメント協会CIPDのアームストロングとバロン

は、「PMは、組織の効果性を高めるため、チームへの貢献者（例えばメ

ンター）や実行者（例えばメンティ）の人材開発を含む、戦略的で統合

的な人材マネジメント手法」とした。 

 最新版のPMでは、個人の活動状況の把握とか、個人の人事考課を目的に

しているのではなく、戦略を実行するために、組織／グループ／チーム

の目標、その中での各個人の役割、指導／支援関係を明確にし、チーム

全体の効果性、ボトルネックやCS（顧客満足）を含めて分析、その先行

指標を「見える化」して、その改善を促すことで、結果の改善を目指す

プロセス重視の統合的なマネジメント手法になりました。 
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厳しい市場環境に対応するため、 
トップダウンから脱却し、現場対応力を強化せよ！ 

経営者 

管理・監督職 

社員、派遣、パート他 

社員、派遣、パート 
（メンバー） 

現場リーダー、メ
ンター、マネ

ジャー 

経営者 
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顧客、取引先、地域社会 

 各担当の目標を明確にし、その達成
度を管理することから、ノルマ管理の
色彩が強い。 
   その結果、自分の担当だけを考えれ
ば良いとなりがちなのが現実 

マネジャー／メンバーが一体となって、戦
略（どうしたら競争に勝てるのか？）を実
行するため、自らが事業主であるかのごと
く動く、やりがいある職場環境づくり* 

目標通り 
進んでいる
のか？ 

なんとか 

相当改善して
いるようだが、
今後、どんな
助けが必要？ 

お客からの要求が
高くて大変です。 
「 」に詳しい人
いませんか？ 

コ
ー
チ
ン
グ 

*出典：Performance 
management by Gary Cokins 

最新版ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄPM 従来型のトップダウン管理 
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 ASTD2011版、タレントマネジメント 
調査報告で発表された９つの構成要素 

No タレントマネジメントの９つの主要構成要素 

1 報奨と報酬制度 Compensation and rewards 

2 
 

エンゲージメント 
(仕事に対する真剣な取り組み） 

Engagement 

3 高潜在能力者の人材開発 High-potential employee development 

4 個別専門家養成 Individual professional development 

5 リーダーシップ開発 Leadership development 

6 職場学習と個別訓練 Learning/training 

7 パフォーマンス マネジメント Performance management 

8 採用と登用 Recruitment/Selection 

9 後継者養成 Succession planning 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 

タレント・マネジメントの主要９構成要素の中で、重要項目
として位置づけられたパフォーマンス マネジメント！ 

出典：ＡＳＴＤ Research report 2011 Learning’s critical role in Integrated Talent Managementより引用 
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AACSB/SHRMが明らかにした 

人材マネジメント課程2010(学部/修士)のカリキュラム 

必須な領域 統合的に進める領域 補足的に適用する領域 

従業員と労働者との関係、労使関係 
（従業員エンゲージメント、交渉術他） 

倫理（モラル、価値観、モ
チベーションの改善） 

ダウンサイジング 

法令関連（各種の雇用法、条例、衛生関連他） グローバリゼーション HRキャリア計画（リーダーシップ、
メンタリング） 

職務分析と職務計画 組織内で人事の役割分担 人事情報システム（HRIS) 
（ソーシャルメディア関連を含む） 

人材マネジメント関連指標の設定と測定、人事考課やキャリ
ア評価制度の仕組みづくり 
（EVA、HRと組織のスコアカード、ROI、予測分析も逐次導入) 

多様性ある人材の活用法 
及び グローバルでの移
動性の改善 

社内コンサルティング 
（コーチング＆カンセリングスキル
の向上） 

パフォーマンス・マネジメント（個人と組織） 
（従業員パフォーマンス測定/ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ、パフォーマンス改善活
動、人事考課、組織的な効果改善計画の立案と推進） 

M&A 

人材採用と職場配置（導入訓練を含む） アウトソーシング 

戦略的人事（Strategic HR) 
（SBPとして、中長期的な視点で戦略の設定と導入法、CSR戦略、
ミッション/ビジョン経営、組織の効果性、アライメント他） 

サステナビリティ/CSR 

Total rewards(報酬計画と社会保障の統合的検討） 

トレーニングと人材開発 
（ニーズ・アセスメント、コンピテンシーモデル、研修効果測定/
評価、ROI測定他） 

戦力計画とタレントマネジメント 
（将来必要な戦力計画、ギャップ分析と人材獲得、効果的な人材
活用と人材開発の実践、エンゲージメントの改善を促進し、人材
維持、後継者養成の仕組みづくり他） 

チェンジ・マネジメント（修士コース） 

職場での健康管理、安全とセキュリティ（学卒） 
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従来の人事考課の弊害と長年の不満が蓄積 
（特に営業以外のソフト／システム開発系では、特に） 

 2000年 ‘Abolishing Performance Appraisal, why they backfire and what to do 

instead!’ Tom Coens, and Mary Jenkins, BK 

 実務家の書いた名著で、年に一回の人事考課Performance Appraisalの弊害を指摘、
Coaching and feedback modelを提唱 

 10年後の2010年にも、’Get rid of the performance review, How companies can stop 

intimidating, start managing and focus on what really matter’を、Samuel A 

Culbert(UCLA教授）がBusiness Plus社から発売し、各界からの議論が沸騰した 

 所詮、ベル・カーブの如きランクづけには無理があり、これを無理やり行うことで、チーム
ワークの悪化、上長とメンバーの信頼関係の悪化、マネジャーがかかる負荷の増大と膨大な
時間の浪費が発生、これを給与に反映させると不信感は、更に増幅されることになった。 
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２. 進むパフォーマンス・マネジメントの 
標準化の動き 

 国際標準化機構ＩＳＯでは、下記の新分野での標準化の動きが、進行中。 
①TC258:Project management, ②PC259:Outsourcing, ③TC260:Human Resource 

Management (HRM), ④TC261:Additive manufacturing, ⑤PC262:Risk management 

 ISO/TC260:ＨＲＭ標準化の背景と基本方針 
 背景：グローバル企業では、地域や国により、ＨＲＭ手法、特にパフォーマンスマネジメントの手法

が異なり、グローバルな人財マネジメントをする上で、色々な制約面が多く、標準化することで、効

果改善、人財活用、経費削減が期待できる 

 基本方針：現在グローバルに進められている職務記述書、戦力計画、パフォーマンス・マネジメント

、更にはダイバーシティ手法、人財ダッシュボード、各種効果測定・効果指標のガイドラインを標準

化 
 2009年2月、ANSIは、SHRMをHRM標準化に関する開発機関（SDO）として認定され、SHRMが事務局に 

 その決定に基づき、2009年6月、ＳＨＲＭは、①採用・登用計画、戦力計画の立案のための部会、②パフォーマン

スマネジメント部会を発足、2010年10月には、③ダイバーシティ部会と④効果測定／メトリックス部会が追加され

た。 

 2010年9月にSHRMは、ANSIに提案書を提出し、10月に認可を獲得 

 2011年2月、ISOは、ANSIのHR標準の提案を認可し、TC260の名称で、SHRMが事務局として、準備を開始。 

 TC260委員会の事務局は、その後、2年間、米国人材マネジメント協会SHRMが担当することになりました 

 2011年11月にISO HR標準化の最初の会合を開催（正式参加国は欧米諸国が中心で、パキスタン、マレーシアを含

む15か国、日本をはじめとした20か国が、Observing countryです（2012年７月現在） 

 2012年9月、ISO TC260委員会の最初の国際会議を開催 

 2012年12月、ANSIが09001 Performance Management条項を承認。 

 2015年３月、ISO/TC260 HR Standards の事務局は、SHRMから、ANSI Accredited Standards 

Developer(ASD)に移管。 

  Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 10 



ANSI PM標準では、米国企業の職場での 
現状改善のためのガイドラインを規定！ 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 

ANSI-SHRM 09001 Performance Management 
Standard for HRM  

2012年12月にANSIが、PM標準を正式に認可 

 ANSI版ＰＭで重視される４重点項目 
1. Goal setting （目標の設定） 
2. Performance review （パフォーマンスの振り返り） 
3. Performance Improvement Plan （改善計画） 
4. Connections to other Performance Management 

Processes（他のＰＭプロセスとの関連性） 

■ ANSI版パフォーマンス・レビューの判断基準 
 パフォーマンスの振り返りが行われていること 
 日常のやり取りの形態やプロセスが規定されているか？ 

• 期間中、継続的で、適切なやりとりが存在するか？ 
• フィードバックの会話が適時行われているか？ 
• 結果を振り返るプロセスが明確で、記録があるか？ 
• 相互のやりとりが行われているか？ 

■ ANSI版パフォーマンス改善計画（PIP） 
 ANSI版PMでは、各従業員に対して、改善計画PIPをも
つことが課せられています。下記の文書が要求されます 

•職務記述書 
•期待されたパフォーマンス結果 
•現実のパフォーマンス状況 
•パフォーマンスギャップの情報 
•パフォーマンス改善計画 
 
 

 
 ＰＭで重視される4手法 
モチベーションと学習 
コーチング＆メンタリング 
認知の効果的な手法 
双方向の効果的なコミュニケーション手法 
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最新のパフォーマンス・マネジメントでの改善点 

従来型のPMは！ 今日のPMは！ 

年に一回の人事考課を実施 継続的なフィードバックとコーチングを実施 

むりやりにでもランキングづけ むりやりにランキングづけはしない 

年間目標を設定 ４半期毎に目標を見直し、非公式にチェックする 

年一回のレビューが定例 マネジャーと仕事仲間による継続的なレビュー 

後で付け足しで、タレント開発 タレントを抱えこんでいることへの報酬ではなく、
「タレントを育て、開発したこと」への報酬に！ 

マネジャーによる一面評価 マネジャー、チームリーダー、仕事仲間による評価 

昇格や潜在能力者認定のために
キャリア計画を設定 

だれにもキャリア計画をたて、自由な異動を可能に
して、キャリアによる異動性を高める 

昇格と降格に焦点 昇格と降格の他に、新領域への挑戦の機会を増やす 

単純なレーティングに基づき報
酬を決定 

パフォーマンス、潜在能力、市場の要求、特定の役
職、顧客からの反応等に基づき報酬を決定！ 

ベル・カーブにもとづく昇給、
利益がでれば、ボーナスを支給 

ランキングはやめ、高業績者は、中間業績者より高
い報酬を獲得できる体系に 

出典：Prediction for 2014, Bersin by Deloitte ,December 2013 Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 12 



従来のイベント型人事考課と 
ANSI型パフォーマンス・レビューの違い 

よくあるイベント型人事考課 本来あるべき最新型パフォーマンス・レビュー 

人事からの求めに応じて、人事の求める期日まで
に、終了して報告しなければならない年に一度の
定例行事。 

効果的なパフォーマンス・マネジメントを実施するには、
欠かせない重要なプロセスとして、日常業務の一貫とし
て実施するもの。 

上長からの結果報告が中心の一方向の伝達型式で
行なわれていることが多い。 

双方向コミュ二ケーションが原則で、まず担当者からの
状況報告を聞き、上長からもフィードバックするもの。 

上長からの評価結果の伝達は、事前の予告なしに
行い、「ときめき」と「落胆」の両極端の現象が
展開される。 

日頃からの課題とその改善計画の実施状況をまとめる機
会であり、期間内に達成出来なかったものは、期間を延
長してでも、実施すべきなのか、心機一転して、新たな
挑戦を行うかを話しあう機会になる。 

上長からのコメントには、過去の行動、結果に焦
点をあて、努力度、行動特性、上長の印象に関す
るコメントが多く含まれる。 

事実とデータに基づく、パフォーマンス（結果＋経過）
に焦点が置かれ、過去に実現できなかったことは、これ
からどう改善できるのか、その意欲と可能性を話す機会
にする。 

昇給はあるのか、昇格はあるのか、人事異動があ
るのかに焦点があてる傾向。 

業績（パフォーマンス）だけでなく、個人の成長、将来
伸ばしたい能力、挑戦する意欲を話し合う機会・ 

面談後は、いやな時間がやっと終わったとの印象
をもつことが多い。 

貴重で価値ある話しが出来たと言う「満足感」と、これ
から「頑張るぞ」と言う気持ちを引き出せたかが課題。 

人事に提出する書類を完成するのが優先で、事務
的な対応が多い。 

将来の指導のこつをつかみ、育てたい潜在能力を引き出
せれば、将来の活躍の場づくりに役立つ大変意義ある時
間になる。 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 13 備考：Prediction for 2014(Bersin by Deloitte) を参考に作成 



パフォーマンス・マネジメント、２つのモデル 
 皆さんには、どちらがフィットしますか？ 

項目 （A）競争アセスメントモデル （B）コーチングと人財開発モデル 

基本理論 目標を達成する人物を評価して、高
い機能の組織を創造する 

構成員の強みと弱みを見極め、パ
フォーマンスを改善するための支援や
人財開発を行う 

歴史とその背
景 

GEでは、たくましい人ほど成功し、
実践により結果を出す 

XY世代の価値観、トム・ピーターズの
エクセレント・カンパニー論 

実行計画 目標達成のため、能力評価を複数回
実施、ゴール達成時は、ボーナス、
比較評価 

人財開発計画、認知とコミュニケー
ション、自己診断、360度アセスメン
ト或いは多面評価 

信念 どの部署でも高業績者が必要！ 組織に相応しい人財を採用し、役割に
相応しい行動が何より重要 

便益 高業績者に対する報酬に焦点をあて、
全体の報酬を削減。高い業績を産み
出す企業文化や実力主義の気風を生
み出せ 

組織、個人の業績、リーダーシップ能
力のすべてを改善し、目標との整合性
やチームワークを高めよ。エンゲージ
メントや人財維持率を改善せよ。 

組織の意義 最高の業務プロセスと高業績者を集
めよ 

潜在能力を発揮して、成功を引き出せ
る職場になれ。 

どちらの職場にいた方が、皆さんは「やりがい」を感じますか？ 
出典：Prediction for 2014, Bersin by Deloitte ,December 2013 Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 14 



皆さんは、どちらのパフォーマンス・ 
マネジメントを選びますか？ 

伝統的なパフォーマンス・マネジメント 
（競争アセスメントモデル） 

ANSI版パフォーマンス・マネジメント 
（コーチングと人財開発モデル） 

評価の視点 個人評価が中心で、ランク付けが伴うので、作業
が煩雑になる 

日頃行なっているフィードバックを充実化し、個人のラン
キングをむりやりつけることはしない。 

人事考課の考
え方 

年に一度、イベントとして行い、ランキングを求
められることが多く、日常業務とは乖離する傾向。 

年に一度のイベントではなく、日頃のフィードバックの集
大成に。ランクづけではなく、達成支援や課題の整理に。
目標の達成度と組織への貢献度の両方が問われる 

フィードバッ
ク 

能力や実績によるが、必要に応じて、行う程度。 日頃から、コーチングやフィードバックを行い、どれだけ
成長したかを問われる 

目標の見直し 例え、市場競争が厳しくても、当初の目標の見直
しはしないことが多い 

半年、四半期毎に目標の見直しを行う、個人目標が組織の
目標に貢献しているかをチェックする 

アセスメント 個人のアセスメントを重視しているので、評価者
に負荷がかかりやすい。 

個人のアセスメントより、日頃の業務から、強みや弱みを
判断し、「強み」を活かせる仕事を重視して、機会をつく
ることで、満足度を高める 

説明責任 たとえ、当初の目標が達成できても、会社の業績
により、給与には反映されず、不満が残ることが
多い。 

日頃から、個人の目標と組織の目標の整合性を問われるの
で、何が課題なのかを理解しやすく、説明責任はより高い
レベルになる。 

給与体系 単純なレーティングによる昇給が多く、不満を残
すことが多い 

パフォーマンス、潜在能力、特定の役職給、顧客からの反
応等の複数の要因により、報酬を決定。 

作業の煩雑さ アセスメントやレーティング等に時間がかかり負
担感が強く、説明責任も低い 

アセスメントやレーティングの業務が減り、日常業務の
フォローアップに時間をとれる 

会社の業績へ
の貢献度 

評価者としての特権を、離したくないマネジャー
が出てくるが、会社の業績への貢献度はかならず
しもあるとは言えない。 

日頃からコーチングやフィードバックにより、早めの対策
が取りやすく、組織的な対抗策を迅速にとれる。個人目標
と組織目標の整合性を高めるので、業績にリンクしやすい。 

備考：Prediction for 2014(Bersin by Deloitte) を参考に作成 Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 15 



2014年HR大予測：多くの企業で、ランク付け評価は崩壊！ 
2012年ANSI版パフォーマンス・マネジメントの正式認可が 

ランクづけ中心の従来の評価体系の転換を後押し！ 

 2012年の調査では、米国企業の多くでは、従来のランクづけ中心の人事考
課は、もはや崩壊したと言われている。高いレベルの価値を創造したのは
、わずか８%で，「５８％の会社では、従来型の評価体系は、もはや効果的
とはとても思えない」との結果がでた。特に、サービスや知的産業の従業
員は、ランク付けより、人財開発に焦点を置く方針に転換。なんと、回答
者の７０％が、従来のランクづけによる人事考課を変更する方針。 

 2012年12月、コーチング＆メンタリング(Coaching & Mentoring)に焦

点をおいた米国国家規格協会ANSI版 パフォーマンス・マネジメント・ガイ
ドラインが登場。 

 2013年末−2014年初め、アドビ、マイクロソフト、オートデスク、ニュ
ーヨークライフ、モトローラ・ソリューション、ケリー・サービス等のサ
ービス関連産業では、人事考課でのランクづけ中心の評価体系をやめ、コ
ーチング＆メンタリングと人財開発を重視する方針に転換。 

 今や、マネジャーの重要な役割は、命令してそれをきちんとやっているか
を評価するマネジャーではなく、従業員が愛社精神をもって、仕事に当り
、メンバーの潜在能力を活かせる機会を提供し、潜在能力を育てる支援を
するコーチやメンター役を育てることが期待されている。 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 16 



アドビは、ランクづけ評価を廃止！ 

 アドビでは、伝統的なパフォーマンス評価法の改善を5年間進めたが、

2013年末に、今後はランクづけをやめ、もっと簡単で、効果的なコー

チング＆人財開発モデルに転換することを決定。 

 従来の年に一度の人事考課に替わり、マネジャーが、メンバーと協力

して、目標に努めた結果を、２-３月毎に「チェック・イン」として振

り替り、高業績者を高く評価し、低業績者には、改善計画をたて、そ

の実現を支援。チーム業績も評価することにした。 

 マネジャーは、予算の範囲内で、以前より自由に、報酬枠をもつこと

ができる様になり、一定範囲内で、調整可能に。 

 この改革により、2000名のマネジャーの年間80,000時間かけた年次

評価ためのフォーム作成時間を節約でき、フルタイム従業員40名分の

削減が可能になった。 

 78％の従業員は、チーム内でのコミュニケーションやモチベーション

が改善し、その結果、離職率が30％減少した。 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 17 Source: http://blogs.adobe.com/adobelife/adobe-life-magazine/check-in/ 



マイクロソフト、評価法の大転換を発表 

 2013年11月、バルマーCEOは、すべての従業員に対して、GE式ランクづけ法

を廃止し、コーチング＆人財開発モデルに転換すると発表。 

 従来、個人の実績に焦点をおいて、ランクづけしていた伝統的な評価法から、チ

ームワーク、協働活動、メンバ-の成長、人財開発に力点をおいて、迅速な対応を

可能にする評価体系に転換した。 

 具体的には、次の４点をあげている 

 チームワークと協働：①基本となる個人の業績の他に、②チーム員のアイデ

アにどれだけ磨きをかけたか、③他のメンバーの成功にどれだけ貢献したか

を評価。 

 従業員の成長と開発：互いに啓発することで、成長できたか、他のメンバー

の潜在能力を引き出せたのかも評価の対象にする 

 ベル・カーブ不要：今後は、ベル・カーブにとらわれることなく、決められ

た予算の枠内で、配分を自由裁量で決められる。 

 ランク付けはしない：今後は、ランクづけではなく、チームワーク、協働活

動、メンバーの成長度、更には、個人と組織の目標との整合性やタレント・

マネジメントによる育成目標の達成度に注目。 

 結果：組織横断的な取り組み、チーム内でのコーミュニケーションと協働環境を

改善し、メンバー員の人財育成/開発を目指し、企業競争力の強化を目指している

。 

 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 18 
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ケース・スタディ：Autodeskの選択 
年に一度の従来型人事考課は、なんと、98%が不要と判断！ 

1. 年に一度の人事考課は、正確に行なわれていたとは
言えないと４５％の人が回答 

2. CFOは、PM業務に４０％の時間を使ったが、非効
率的なPMプロセスのため、３０％の潜在能力を失
った恐れがある。 

3. HR幹部は、PMプロセスは、従業員に貢献している
と考えている人は、２３％。 

4. 現在のPMの進め方で、高度な価値観を生み出して
いると考える人は、わずか８％ 

5. CEO、HRマネジャー、従業員を含めて、投票の９
８％が、現在のPMプロセスは、不要と判断 

6. 現在のPMプロセスで良いと考えている人は、わず
か、14% 

7. 高業績者の評価を誤認していると考えている人が、
全体の2/3いる。 

8. 2013年度、従業員のパフォーマンスを２０％改善
する必要があったが、現実には、５％しか達成して
いない。 

9. Cグレードか、それより下の人は、全体の58%。 
10. 従業員のパフォーマンスが、人事考課後、低下した

人が、３０％もあった。 

1. どんなパフォーマンス・マネジメ
ントが必要なのか定義し直す 

2. PMの目的は、従業員のスキルや
知識等の人材開発にどれだけ貢献
したかであり、最初に規定したパ
フォーマンスに、どれだけ貢献し
たかだ。 

3. 従業員を効果的にモチベートしよ
う 

4. 役立つデータを提供しよう 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 19 

USC大学ローラー教授
PMを改善する４つの秘訣 

Development and Coaching & 

ongoing feedback model 

（ANSI PM model）への転換 

Source: Performance management, new directions in appraisal and evaluation, Autodesk case study 



GEも伝統的な矯正型ランクづけ評価を廃止！ 

 GEが導入した人材開発型パフォーマンス・レビューとは 
 GEのHR Headは、伝統的に行なわれて来た矯正型ランク付け評価を廃止し、アドビ等のソフ

ト会社で導入が進む人材開発型パフォーマンス・レビューに転換する方針を発表！ 

 その代替として、San Ramonが開発したPerformance Development at GE(PD@GE)を
活用しながら、マネジャーとメンバーとのコニュニケーションをコーチングを利用して活性化
し、従来のCommand and Control から、Connection and Inspiration型のパフォーマン
ス開発に移行する。 

 彼らの言葉では、Real time Performance Developmentと呼ばれ、チーム内での責任の共
有、継続的で迅速なやりとりが求められる。マネジャーは、批判するのではなく、効果的なコ
ーチングが行なわれたかが問われ、他のメンバーからの積極的な提案を歓迎する企業風土を作
り上げられたかが求められる。 

 従来の実力主義や差別化の基本方針は、そのまま堅持するが、 
商品の基本性能の評価より、顧客満足度を重視する 

 ２015年末に、80,000名、2016 年末には、会社全体に適用 

 人材開発型パフォーマンス・レビュで使われる開発手法、 

  「FastWorks」を採用 
 従来、複雑で時間のかかったシックスΣ手法を、「Fast Works」 

に転換。これは、Build(構築),Measure(測定),Learn(学習)の３段 

階で、密接に顧客からの意見を取り入れ、最短の期間で、コスト 
パフォーマンスの高い、競争力ある商品を開発する。 

 

 

出典：GEジャパン株式会社 ウェブサイトに掲載情報 Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 20 



新しいﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄが、重視される背景？ 
日本企業でも同じ問題がありませんか？ 

 従来のランクづけ人事考課手法は、マネジャー・社員両サイドから、不満/不平が
続出！ 

 特に、矯正型ランクづけをやると業務が煩雑で、説明が難しくなる現実 

 競争をいくら煽っても、アセスメントを頻繁に実施しても、その効果には、限界
が！ 

 ライバルとのチームワークの問題がおき、情報共有が進まず、煩雑な評価アセスメント
で、本来やるべき将来志向の業務ができなくなる！ 

 個人評価だけだと、チームプレイ、情報共有に弊害！ 

 本人がやったかどうかより、プロジェクト全体の成功がより重要に！ 

 プロジェクトの大型化により、内外での協働環境が必須に！ 

 誰がやったのかより、マネジャー・現場リーダーのマネジメントの効果性がより重要に！ 

 仕事が複雑・高度化し、メンバーの頑張りだけでは、目標達成に限界！ 

 メンター・専門家による質の高い支援、チームや職場全体での支援が必須に 

 上長からのプレッシャー、市場での危機感が増すと、イノベーティブな商品が出
てこないことから、不法な手段も含めた応急対策が横行！ 

 不祥事の多発で、社会的信用を失墜した事例(ﾌｫﾙｸｽ・ﾜｰｹﾞﾝや東芝等)増加 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 21 



3. パフォーマンス・レビューから 
タレント・レビューに転換する理由は？ 

 金銭的動機づけ(モチベーション2.0)には限界がある 

 業績を見える化して、金銭的動機づけがどれだけ効果があったのか？ 
 ダニエル・ピンクのモチベーション3.0を参照 

 従来の伝統的パフォーマンス・マネジメントは、マネジャー業務の３
０％以上を占めていたが、その割に効果を引き出せない 

 矯正的ランク付けは、煩雑で時間がかかる割に、効果が薄い 
⇨トータル・リワードの考え方が浸透 
⇨チームワークに支障をきたしたソフト開発企業は、ANSI型PMに転換 

⇨矯正型ランク付けの元祖であるGEでさえ、ANSI版PMに転換した 

 内発的動機付け（モチベーション3.0)に転換することで、より効果的モ
チベーションが可能に！ 

 業績の見える化より、業績に貢献する「強さ」に磨きをかけ、挑戦を
促すことで、やりがいを高め、業績にも貢献できる！ 

     ⇨マーカス・バッキンガムの提案する「強み革命」の実践 

  ⇨タレント・レビューの実践により、タレントのキャリア意識を高め、マネジメント
の効果性や、各タレントの能力や強みが生かされているかを検証 
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モチベーションは、金銭的動機づけから、内
発的動機づけのモチベーション3.0に 

Motivation 1.0 

見てないと怠けるもの 

勤務管理と統制が中心  

Motivation 2.0 

目標管理の時代 

報奨と罰則 

成果主義 

生産性重視 

Maslow, Taylor and 

McGregorによる理論 

CSR規約、コンピテンシー

による行動管理 

 Motivation 3.0 

・内発的動機づけにより、やりがい

を高める動機づけ法 

・顧客満足や社会貢献に注目 

・自律とエンゲージメントの喜び 

・エンゲージメントを高めることで、

自己成長して、達成感を味わう 

・目的意識を高め、達成意欲を改善 

・金銭的報酬より、社内的な認知を 

・業務の管理より、フィードバック

して、改善努力を促す 

・やらせるより、役立つ情報を与え

て、自分で考えさせる 
 
 

 

産業革命により生産性 
が求められる時代に 

 

情報革命により、 
行動と意識の大変革 

 

 

新世代による価値観の変革 

 

 

多様性とグローバル化による変革 
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生活と意識の発達レベルで変わる 

効果的なモチベーション手法（マズローの法則） 

Copyright (c) 2015 SmartVision Inc. All rights reserved. 

Source：Prediction for 2014, Bersin by Deloitte,December 2013 
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モチベーション2.0 

モチベーション3.0 

モチベーション2.5 



効果ある報奨金とベネフィットを組み合わせる 

トータル・リワードの仕組み 

名称 概要 

 
  

基本給(Base pay) 給与の基本となる給与（時間給、年給等） 

年功給(Merit pay) 従業員の実務経験、パフォーマンスに応じて支給される給与 

インセンティブ(Incentive) 従業員の実績に応じて、支給されるボーナス等 

職務給(Promotions) 職務の変更によるベースアップ 

ベースアップ(Pay Increases) 組織内での勤労年数によるベースアップ 

福利厚生(Health and welfare) 障害、病気に関連する福利厚生費用の支払い 

休暇買い上げ(Paid time off) 休暇日を買い取る制度 

退職金(Retirement) 勤続年数に基づき支払われる退職金 

トレーニング(Training) OJT 及び Off JTによるスキル開発 

キャリア開発 
(Career development) 

業務内で、キャリア意識を引き出し、やる気を高め、実績づくり
に協力すること（On the Job Coaching & Mentoring） 

パフォーマンス・マネジメント 
(Performance management) 

スキル向上のため、目標を設定し、その都度、フィードバックを
して、意識を高めるマネジメント手法 

報
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金 (C

o
m

p
e
n

s
a
tio

n
) 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
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e
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出典：Implementing Total Rewards Strategies, SHRM Foundation, 2007  25 Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 



4.タレント・レビューで何を見るのか？ 

 オラクル版のタレント・レビュー 
 総合パフォーマンス（実績） 

 パフォーマンス文書の総合レーティング 

 参加者が会議の前に入力したレーティング 

 「キャリア・プランニング」カード 

 ポテンシャル（潜在能力、強み） 

 総合コンピテンシー・レーティング 

 総合目標レーティング 

 離職の影響 

 離職のリスク 

 タレント・スコア 

 MIT版タレント・レビュー 
 Planning 

 Work context 

 Critical jobs/tasks 

 Bench Strength review 

 Development Planning 

 Follow-up 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 26 

オラクル タレント・レビューの 
 ライフ・サイクル 

出典：Using Talent Review and Succession management by Oracle 



基調講演：Marcus Buckingham：Radical Shift 
これからの人事考課は、強みを活かせる仕事を提供し、 

結果に結びつけられたかを問われる時代！ 

項目 We: 同じ職場の仲間たちの状況 Me: メンバー本人の状況 

目的(Purpose) 職場の仲間たちは、会社のミッションを達成するため、情
熱的に実践しているか？ 

仕事では、私に何が期待されているのか、
キチンと理解できたか？ 

優秀さ
(Excellence) 

我らのチームは、価値観を共有できる人達か？ 私の強みを活かせる仕事が沢山あるか？ 

支援(Support) 私のチームメイトが、何かあった時のために、控えている

か？ 
いい仕事をすれば、認めてくれるか？ 

将来(Future) 会社の将来は、明るいと思っているのか？ 仕事では、成長しようと頑張っているか？ 

年に一度
（Infrequent) 

四半期毎
(Quarterly) 

月毎・週毎
(Monthly,weekly) 

個人の業績を
ランクづけ 

チームへの貢献度 
組織への貢献度の

簡単表示 

会社への貢献度 組織と個人の成長 

コンピテンシー
ベース 

強みベース 

過去へのフィー
ド・バック 

将来に焦点をおいたコーチング 

本社中心 各部署で検討後、本社でまとめる 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 

従来のパフォーマンス・マネジメント手法は、時代と

共に、右記の様に進化すると予測。 

 チーム・リーダーの役割が、より重要に！ 

 チーム・リーダーは、各メンバーの強みを活

かせる仕事を提供しているか、チームで支

える職場風土を構築しているか？ 
（下記４項目に関して、本人と仲間の意識調査を定期

的に実施） 

 タレント・マネジメントを導入し、潜在タレ

ントに、挑戦の機会を提供し、効果的なモ

チベーションをしているか？ 

27 
出典：Radical shift, SHRM2015 Conference, What if performance management focus on strengths, HBR 



People Firm社が目指す 

変化対応が可能な会社を目指した評価体系 

 From  to 

情報は、閉鎖的 情報の透明性 

マネジメント主導 従業員主導 

過去の 
パフォーマンス 

将来の可能性 

画一的な優秀な人
財を育成 

変化に対応できる変化対
応能力のある人財を育成 

少数の選ばれた 
人財 

多様性ある情報を提供し
て、中味の濃い対応を！ 

統制して、 
監視する 

例外を認めるマネジメン
ト 

個人毎の指標 コミットメントを共有 

成果重視の評価 能力給、組織への貢献給 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 

項目 問題点 

証拠 

Evidence 
証拠を示せないマネジメント手法は、
悪しき手法である 

透明性 

Transparency 
誰が評価者なのか、その指摘は何な
のかを明確にしてない 

減点主義 
Weakness 
rather than 
strength 

従来の評価法は、減点理由だけを知
らせて、強みの強化に関する視点が
欠けていた 

責任が不明確
Personal or 

System issue? 

システムや組織の課題が大きくても、
個人の問題として処理されてきた 

結果重視の公正性 

Fairness  
個々の能力や市場環境の変化もあり、
個人の結果だけで判断できない要素
が多い。 

情報の信憑性の検証 
Correctness of 
original 
information 

判断のもとになった情報の信憑性が
評価されたのか？ 

チーム意識を削ぐ 

No team work 
個人の業績を比較すると構成員の協
働意識が削がれる 

結果重視の傾向 

 
結果重視の成果給では、パフォーマ
ンスの改善は、とても期待できない。 

改革すべきポイント 

Source: Radically re-thinking Performance Management for 21th Century, SHRM2015 28 

日本の能力給に近い 



脳科学者 David Rock 博士  
脳科学の手法で、従来のPM手法を検証！ 

SCARF 

model 
脳科学の実証実験で、
重視する視点 

  Possible Threat 

 悪い効果の恐れがあるケース 

   Effects of Rewards 

認める・褒めると効果がある場合 

Status 他人と比較した自分の
重要性,ランクづけ他 

ランクづけしたり、フィード
バック、アドバイスでさえ、言
い方により、脅しと取られる可
能性がある 

学習の機会を与える、改善を認め
る、ポジティブなフィードバック、
公開の場で認める 

Certainty 将来を予測することが
できる能力 

上長の期待を知らされない時、
他の人も同じ間違いをしていな
がら、放置されている時 

話しのはじめには、目的を明確に
伝える、プロジェクトのどの部分
を期待しているのかを伝える 

Autonomy 他の人の人生に影響を
与える影響度 

細かいことばかり、指摘して、
直すように言う 

検討時間を充分に与える、柔軟な
労働条件にする 

Relatedne

ss 
他の人との目標の共有
度 

知らない人と打合せする、違う
風土の人と、TV会議だけで打合
せする 

職場でメンタリングやコーチング
の機会をつくる、職場の仲間を沢
山つくる 

Fairness 他人と比べて配慮や心
遣いが公平か 

社内の規則が全くない、上長が
各メンバーへの期待を伝えない 

サイトで、成功事例を公開する 

委員会活動、ボランティア活動を
増やす 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 

SCARFモデルは、脳科学の分野で重要視される指標で、企業文化が人
格に、どのような影響を与えているかを検証しようとした。認め方・褒
め方や、フィードバックの仕方でも、大きな影響を与えることになる。 

Source: Killing your performance ratings in SHRM2015, Dr. David Rock 29 



５. チームや組織全体の 
パフォーマンス見える化手法 

 ACE Method (SHRM公認の
TM手法） 

 業界標準のタレント開発報告指
針TDRP （Center for Talent 
Reporting) 

 Corporate Scorecard 
 My Scorecard at US Beverage 

company(BCG report) 

 Integrated Talent Management 
scorecards(ASTD Press) 

 Executive Dashboard 
 iTune playlist at US Business 

services company(BCG report) 

 The metrics that matter方式
(CEB (Knowledge advisors)) 
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The Goal of Performance management 

is to generate Business Intelligence 

出典：ATD Talent management Handbook, 2015 
         The Art of Performance management, BCG group, 2015 



単純な「人財」から、「人財価値」を重視する時代に！ 
ACE methodをSHRM認定のﾀﾚﾝﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに採用！ 

 メンバーに頑張れと励ますタイプの「エンゲージメント」から、人財価値
(People equity)を高める組織的な支援体系の確立を目指す「ACE」検証

体系の導入！ 
 Alignment:個人目標/組織目標/顧客価値の創造との連関性を重視した体系に！ 

 Capabilities:個人と組織の実践力を検証する体系に！ 

 Engagement:自分の職場は最高と友人に自信を持って言えるかどうかを検証 

 最新のＡＳＴＤタレント マネジメント9機能と比べ、検証手法が単純化さ
れた！ 

Alignment（組織目標との連関性） Capabilities（個人と組織の実践力） Engagement（誇りと決意表明） 

個人の目標の達成が、部門の目標達成
に貢献すると思いますか？ 

チームメンバーの技能レベルは、顧客
の期待に応えられると思いますか？ 

自分の会社は、「良い職場だ」と親友
にも薦めたいと思いますか？ 

チーム目標に達成により、顧客の期待
に応えることが出来ると思いますか？ 

会社は、高い潜在的能力のある人材を
採用していると思いますか？ 

会社は、自分のことを尊敬と威厳を
もって、対応していると思いますか？ 

個人の成果の改善に値する適切な
フィードバックを日常の業務において
受けてますか？ 

会社は、高業績者を維持するための有
効な施策を実施していると思います
か？ 

ここ数か月、自分が価値を置く人から、 
自分の仕事が認められましたか？ 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 

ＭＥＴＲＵＳが、社員に対して実施する調査表の質問事例 

Source:Reinventing Talent management, Metrus Group (Dr. William A. Schiemann) 31 



SHRM2012: SHRMは、ACEの普及に積極的 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 

SHRM版のACE解説書が登場 

32 



タレント開発報告指針TDRPとは？ 

 設立の経緯： 
 2010年秋、Kent Barnett (CEO, Knowledge Advisors)とTamar Elkeles(VP of Qualcomm)が、タ
レント開発報告指針TDRP(Talent Development Reporting Principle)を発案 

 人財指標の業界の権威(Jac Fitz-enz, Bassi, Phillips, Brinkerhoff, Bersin ) 及び主要企業の 

CLOs (Senior Talent leaders of manager organization)から意見聴取 

 2011年には、その骨格が完成し、一般公開 

 2012年2月、NPO Center for Talent Reporting(CTR)として発足 

 推進者：David Vance, Executive Director, Peggy Parskey, Assistant Director, CTR  

 基盤組織：Knowledge Advisor  

 スポンサー：ADP, First Data, Motorola solutions, McBassi & Company, Skillsoft  
     

 タレント開発報告指針TDRPの概要 
 ３つのステートメント：①出来ばえ（Outcome）, ②効果性（Effectiveness), ③効率性（Efficiency) 

 主な6プロセス：①タレント獲得、②パフォーマンス・マネジメント、③能力マネジメント、④学習と
人財開発、⑤リーダーシップ開発、⑥トータル・リワード 

 主な報告相手：①タレントマネジャー、タレントリーダー、②SVP of HR, CLO, 採用のHead 、③CEO, CFO, EVP, SVP others  

 報告項目の事例： 
 L&D関連経費の増加率（収益増、リーダーシップ、安全性、経費、コールセンター満足度、規則遵守度） 

 採用人財の実績（収益増、リーダーシップ、エンゲージメント） 

 L&D関連経費の効果性（ジャック・フィリップス レベル１－レベル５） 

 能力マネジメントの効率性 他 

 ３つの報告書（まとめ表、学習プログラムの効果性、リーダーシップ開発の運用報告等） 

出典：CTR作成のTDRP導入資料を参考に作成 33 Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 



TDRPによる幹部報告の全体系 
タ
レ
ン
ト
開
発
報
告
指
針

T
D

R
P

 

（データ集は、
３つのステート
メントと６プロ
セスからなる） 

データ源
Data 

Sources 財務諸表 評価, キャリア情報 非財務関連情報 その他、人事情報、 

顧客関連情報 

Outcomes（出来ばえ） Effectiveness（効果性） Efficiency（効率性） 

タレント開発 プロセス  

Talent 

Acquisition 

タレント獲得 

Leadership 

Development 

リーダーシップ開発 

Learning & 

Development 

学習と開発 

Capability 

Management 
能力の活用 

マネジメント 

Performance 

Management 

能力を発揮させる 

マネジメント 

Total 

Rewards 

包括報酬体系 

標準指標を抽出、変換、換算 

データ集 

CEO用 CLO用 

幹部報告 

３ステートメント
（Statements） 

タレント開発  

概要報告書（四半期） 
タレント開発 

 プログラム報告書（月例） 
タレント開発  

運用報告書（月例） 

Effectiveness 

（効果性） 
Outcome 

（出来ばえ）  
Efficiency 

（効率性） 

Copyright (c) 2016 SmartVision Inc. All rights reserved. 備考：Talent Development Reporting principles  •  CTR Certification Workshop – October 2013 



次回の研究会開催予定 

 第４8回 戦略的人材マネジメント研究会  

暫定日程： 2016年 3月１９日（土）或いは ４月２日（土）             

     １５：００−１８：００   

     

 場所： 株式会社スマートビジョン 会議室 

     

 次回の戦略的人材マネジメント研究会テーマ 
 タレント・レビューや戦略計画に役立つアセスメント・ツール（プロファイル社） 

 ANSI型パフォーマンス・マネジメント ソフト事例（KPIソフト他） 
 

 次回のSHRMコンピテンシー研究会 
 2016年1月30日１４：００−１８：００  

 2016年2月20日１４：００−１８：００ 
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SHRMコンピテンシーを身につけ、 
グローバルHRプロとして活躍しよう！ 

 従来のコンピテンシーは、本来「高業績者の行動特性」だが、 

 SHRMコンピテンシーでは、「これからのHRプロに求められる姿」を提示 

 世界のHRプロフェッショナル（日本では、人事総務部門関係者）が組織する
最大かつ最も影響力のある国際的なネットワーク（人材マネジメント協会
SHRM、会員約28万人）を中心に、これからのHRプロフェショナルが、あ
るべき姿を集大成したコンピテンシー モデルが登場！ 

 従来のHRのプロ認定（SPHR,GPHR等）は、知識中心であり、これでは、「
実務面での能力判定に役立ってない」ことから、HRプロ用のSHRMコンピテ
ンシーをまとめ、SHRM HRプロ認定(SHRM CP/SCP)に採用。 

 立場：4階層（戦略的ビジネス・パートナーSBP、中間管理職、上級管理職、
経営幹部(VP of HR, HR Director)）は、どんな対処をすべきかを示唆！ 

 受験資格：まずは、SBPとして、一定レベルの実践経験を要求しているが、
将来のHR Director, VP of HRとして、適切な対応がとれる可能性の高い人
材を認定し、将来のHR幹部の早期養成や選抜にも役立つものにした。 

 カバー領域：最新のグローバル人材マネジメント導入の核となる、タレント
・マネジメント、パフォーマンス・マネジメント、ダイバーシティに向けた全
社的な意識改革、グローバルな成長戦略の実践で必要なM&A、企業風土改革
、CSR、リスクマネジメント、新技術の導入等の新しい取組を成功に導くた
め、具体的事例で、実践的に学べる内容になっている。 
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