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2011年１２月３日（土） 
戦略的人材マネジメント研究会の日程 

15:00-15:30  初参加の方のみ、自己紹介  

15:30-16:20    「ＭＢＯの課題をパフォーマンス・マネジメントで克服する」 

   ー国際標準化機構ISO 人材マネジメント標準と日本のHRMの目指すべき道ー      

         報告者：日本人材マネジメント協会 幹事  石川 洋 

16:30-17:20    ＳＨＲM２０１１が日本企業を活性化する 

        『タレント・マネジメントとリーダーシップ』       

                  報告者：フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社 今野 和彦氏 

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 

18:20 -     懇親会 
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国際標準化機構ISO 人材マネジメント標準化 
SHRMが ISOのＨＲＭの標準化を主導！ 

 技術関連中心の国際標準化機構ＩＳＯでは、下記の新分野での標準化の動きが既
に始まりました。 
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に。 

 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。 

 今後の予定  
 TC260委員会の事務局は、今後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13か国、日本をはじめとした18か国は、Observing countryとなります） 

 Cost per hire標準に関しては、2011年秋に、ANSI(米国家標準局)から発表される 
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グローバル・ビジネスの重要性が高まる中、 
何故、ISO 人材マネジメント標準化が必要なのか？ 
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 グローバル化が急速に進む近年、優秀なグローバル人材が憧れる信頼できる企業
として認められるには、「潜在能力／強みを活かす人材マネジメント手法」（タ
レントマネジメント他）を積極的に導入していること」を必須条件としている 
 特に、「欧米の有名大学で最新型のＨＲＭを学んだ優秀な留学生は、最新タレントマネジメントを始

めとした最新の人材マネジメントＨＲＭ手法を導入した先進的な企業に就職したい」と考えています 

 折角獲得した潜在力あるグローバル人材の離職率が高い 
 原因として、不透明な人事評価、不十分な説明責任等、理解が出来ない事が多すぎて、将来に期待

がもてないと感じています 

 地域、国により、人材マネジメントＨＲＭ手法の考え方、意識が余りに違い、地
域間の異動の妨げになっている 
 潜在能力のあるグローバル人材の積極活用と人材開発を目的にしたタレントマネジメントの実現にお

いて、地域間のＨＲＭに対する意識の違い、評価手法の違いが、大きな足かせになっています 

 一部の企業では、成果主義や目標による管理（ＭＢＯ）が形骸化している所が多
く、やりがいある職場を創造する足かせになっている 
 世界的なＨＲＭの流れの「ＭＢＯからパフォーマンスマネジメントへの転換」を促す運動が進んでい

る  日本ではこの必要性が特に高い 

 特に、人事考課は、評価のための行事化しており、個人の成長計画をキチンと立てて、これを実施し
ているケースはまだ少ない 

 余りに多くの種類のＨＲＭ手法が存在し、どれが効果的な手法なのか、どんな視
点で判断すべきかの国際的なＨＲＭガイドラインがなく、混乱が見られる 
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目標による管理（MBO）とは？ 

 目標による管理(MBO)とは、組織マネジメント手法の一つで、個々の担

当者に自らの業務目標を設定、申告させ、その進捗や実行を各人が自ら主

体的に管理する手法。 

 1950年代、ピーター・ドラッカーが提唱し、本人の主体性に任せること

で、結果としてより大きな成果が得られると言う考え方。 

 米国では、当初からMBOに懐疑的な見方が強く、1970年代には、コン

ピテンシー等の行動評価指標に代替えされていった。 

 1980年以降は、米国ではMBOが議論されることはなくなった。 

 現在、ASTD、SHRM他では、セールスマンの業績評価として時々使用

される程度 

 所が、日本では、1990年バブル崩壊後に、成果主義、目標管理制度

(MBO)が急速に導入されるようになった。 
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よくある日本企業でのMBOの課題事例 

項目 従来のMBO実施時での課題 

目標設定 達成率をあげたいため、低めの目標に 

目標至上主義 個人のノルマ管理になりやすく、短期的な取り組みに 

アライメント
（連関性） 

プロセス評価をするにしても、組織目標に結びついているかの検証がされてい
ない、個人目標と組織目標の連関性が必ずしも見られない 

柔軟性 状況の変化に柔軟な目標の軌道修正がなされていない 

個人評価中心 個人がどれだけやったかの評価になりがちで、チームワークや、メンバーの育
成がなおざりに 

自己努力型 「個人の努力で、頑張る」のが原則となりがち、職場での支援態勢がない 

独自性欠如 創造性、独創性が十分評価されず、十分な工夫がなされないことが多い 

CSへの配慮 達成率ばかりが評価され、CS（顧客満足）がなおざり 

説明責任 説明責任が果たされてなく、意欲の減退をきたし、改善計画もない 

評価の偏り 不満を恐れて、すべてがA評価以上になることがある 

キャリア評価 いくら優れた実績をあげても、その後のキャリア評価に反映されない 

上長の誘導 個人／組織の目標より、上長に役立つかにより、判定さることがある 

縦割りが強ま
る 

カンパニー制導入企業では、同じカンパニーへの貢献度しか、評価されないこ
とがある 
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MBO後の欧米企業のHRMの新潮流 

人事考課のためにMＢＯを行うのではなく、人材育成の一環として、適時

フィードバックを行い、その結果を人事考課にも活用するPM手法が主流に 

 PMを各職場で実践するため、人材育成の効果性、CS調査、関係者を含め

た効果測定／検証法を重視 

業務実績として、すぐに結果が出にくい職務の場合は、各職務のコンピテ

ンシーを明確にし、その達成レベルを評価する方向に向かった 

職位により、個人、組織目標の配分を設定し、多様な利益配分モデルを使

いわけるようになった 

いつも、金銭的インセンティブが効果的ではないので、トータル・リワー

ドとして、非金銭的な便益を含めた効果的な全リワード体系を構築した 

特に専門職に対しては、キャリア評価システムを導入し、指導経験、チー

ムへの貢献を重視する方針とした 

人事考課は、必ず複数の評価者によるものとした（多面評価の実施） 

個人の強みを生かした人材開発を重視 

有名ビジネススクールの新HRMガイドラインでは、ＰＭ／ＴＭが必須課目 

企業での導入を促進するため、国際標準化機構ISO HR標準化が進行中 
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職位により組織と個人目標の配分を変える 
（一般社員の評価では、組織と個人目標の連関性を高めることが求められる） 

0% 50% 100%

一般社員

ミドル・マネジャー

経営者

40

40

100

30

60

0

30

0

0

モデルＡ

公平配分型

全社目標

部門目標

個人目標

0% 50% 100%

一般社員

ミドル・マネジャー

経営者

30

70

100

0

0

0

70

30

0

モデルＢ

パフォーマンス

配分型

全社目標

部門目標

個人目標

出典：リテンション・クライシス ㈱ファーストプレス発行を参考に作成 
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パフォーマンス・マネジメント(PM)とは？ 

 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。 

 PM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統合的なマ

ネジメント手法である。 
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ＰＭは、ＭＢＯの課題を克服して、 
より良い結果を引き出すマネジメント手法 

ＭＢＯは、上長が行うパフォーマンス・マネジメント（ＰＭ）の一要素と

して実施される 
つまり、ＰＭでは、決して、ＭＢＯを否定するものではなく、これを改善
し、更に効果を高める賢いマネジメント手法の集大成である 

単純なＭＢＯの導入では、結果主義、ノルマ主義になりやすいので、上長
は、メンバーのやる気を引き出し、やりがいある職場環境づくりに配慮し
、阻害要因の排除に力をいれることが基本になる 

従来のＭＢＯ手法では、個人の働き具合が評価の対象になりがちで、組織
的な動き、協力関係の構築が難しくなるが、ＰＭでは、全メンバー、全プ
ロセスのネックを探し、関係者にその改善を促し、メンバーが力不足の場

合には、個人の成長を促す改善計画を含めて実施し、目標がよりスムース
な達成が可能になっているかの上長のマネジメント能力を評価する 

単純なＭＢＯ手法では、決めた目標だけが評価されると思われがちですが

、これを是正するためＰＭでは、上長及びメンターがメンバーの起業家精
神を引き出し、競争に勝つことを通して、個人が成長することを体験し、
顧客や組織に貢献し、より良い業績を達成することを目指す 
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パフォーマンス・マネジメントの効果的進め方 

メンター２ 

メンバー 
（メンティ） 

上長（評価者、コーディネータ） 

コーチング＆ 
メンタリング 

指示・管理・評価 

メンター１ 

（現場リーダー 

/マネジャー） 

Copyrights © 2011, SmartVision Inc. All rights reserved. 

上長の役割：上長の重要な役割は、
自分で教えるより、若手の出来る
人材に後輩の育成をする機会をつ
くること。 
 すべての分野で優れた人はいな
いので、得意分野を限定して、メ
ンターを決める。その後、メン
ターの育成の効果性を検証するの
が、上長の重要な役割。 

メンティとは、必ずしも初
心者を意味するものではな
い。今後、重要な役割を期
待する人材をメンティとし
て、重点的に育成を進める。 メンターは、必ずしもすべての分野で、ベテランであ

る必要はない。専門分野を決めて、分担して、育成す
るのが好ましい。優秀な若手人材をメンターに活用す
ることで、職場のコミュニケーションが改善する。 
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目標達成に必要なあらゆる支援活動が効果的に行われて

いるかを検証するパフォーマンス・マネジメント 

依存型人材 自律型人財 

効果測定 
フィードバック 

パフォーマンス 
型人財 

権限付与 
責任の共有 

自立/自律支援 
メンタリングとコーチング 

（研修／ OJT) 

価値観 

使命・任務 あるべき姿 

効果的な指導・
支援・動機付け
がなされている

のか？ 

支援型リーダー 
（上長/メンター） 

パフォーマンス・コーチング
＆ 

メンタリング 

パフォーマンス 
レビュー 更なる挑戦 

M１ M２ M３ M４ 

透明感あるフィー
ドバック、評価が
されているか？ 

ティーチングと 
メンタリング 

フィード 
フォワードが 
されてるか？ 

フィードバック 

フィード・フォワード 

パフォーマンス・マネジメント（ＰＭ） 

開発ﾚﾍﾞﾙ 

適切な目標設
定がなされて
いるか？ 
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PMの導入で、ＭＢＯの進め方が大きく変わる 

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 従来型の目標による管理MBO 
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よくある日本企業のMBOと 
欧米企業でのPMの発想の違い 

項目  よくある日本企業でのMBOの導入事例 欧米企業でのPMの進め方 

主な目的 目標管理することで、成果主義を徹底 主にマネジメントの効果性に注目し、メンバーの効果性を高める 

優先事項 個人の当初の目標達成ができたのかが最優
先となり、状況の変化への対応が難しい 

戦略全体の実行が最優先で、顧客満足や競争力の強化ができるのか
が問われる 

部分最適 
全体最適 

仕事を単純化し、その目標だけに注目させ
ることで、全体最適の妨げに 

ボトルネックを改善して、全体最適を追求する 

ﾁｰﾑﾜｰｸ 個人で実行するのが原則で、仲間は、ライ
バルとなることが多く、ﾁｰﾑﾜｰｸの妨げに 

マネジャー／現場リーダーが、業務の重複があるかを確認し、各メ
ンバー間でのチームワークを促し、全体の結果を改善 

支援活動 自助努力が原則だが、必要に応じて指導・
支援してもらう 

当初から、メンバーの指導・支援活動が重要な役割と見なされ、そ
の効果性が問われる 

育成計画 学習は、自分でするもの。必要に応じて、
OJT/OffJTを実施。未達成者には、改善
の努力を促す。 

最初から、育成計画やキャリア支援計画を立て、メンターを決め、
職場での支援関係を明確にして、育成効果を検証。 

情報共有 利用されるのを嫌って、目標や各種の情報
の共有が余り進まない 

関係者の中では、情報を共有化し、重複をさけ、チームワークをと
り、全体のパフォーマンスを最適化 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ いつ結果が出るのかを気にかけるが、自分
のやり方を押し付けたり、ﾌﾟﾚｯｼｬｰをかけ
たりすることもある 

中間結果に対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行い、その改善計画を立て、職場で
の支援態勢を強化する 

成功事例 
 

真似されるのを嫌い、成功事例の共有は、
遅々として進まないことが多い 

優秀成績者の認知、成功事例の共有を積極的に進めることがマネジ
メントの基本 

キャリア キャリア評価の必要性が中々理解されない 優れた実績をキャリアとして評価し、キャリア評価を積極的に行う 

経営ﾏｲﾝﾄﾞ 職位相応の考え方と行動を期待 各メンバーが事業主であるかの様に振舞える環境づくり 

Copyrights © 2011, SmartVision Inc. All rights reserved. 14 



よくある日本企業のMBOと 
欧米企業でのPMの進め方 

項目 よくある日本企業でのMBO事例 欧米企業での標準的なPM事例 

主な対象 一般社員中心に行ない、管理職が対象に
なっていないことがある 

現場リーダー、マネジャー、経営者のマネジメ
ントレベルを中心に実施。 

目標の設定法 個人目標が中心。チームで行う場合は、仕
事分担を明確にして数項目を評価。育成等
のチームへの貢献度は、余り重視されない 

組織の戦略を実行するため、組織目標、グルー
プ目標、チーム目標、個人目標を設定。 

達成期間 ½-１年の短期目標が中心 １年が基本なるも、数年にわたるものがある  

達成基準 各自が設定することが多い グループ、組織毎に設定する 

アライメント 個人目標と組織目標の整合性が課題 当初の計画と現実との整合性を重視 

評価基準とそ
の方法 

会社により、相対評価、絶対評価の両方あ
り、期日までの達成度、完成度等の内部評
価が中心 

メンバーは、達成度、貢献度、管理職は、マネ
ジメントレベル、顧客まで含めた複数の関係者
が顧客満足度(CS)も含めた総合的に判定 

多面評価者、 課長が評価し、部長が全体の調整。360度
は、実施されないケースが多い 

複数の関係者が協力して評価にあたり、管理者
には、360度評価も含まれることが多い 

人材育成 本人の努力、頑張りが中心 複数メンターにより、協力して指導支援する体
系 

給与、人事考
課、との関係 

会社の方針により異なるが、キャリア評価
まで、結びつけるケースは少ない 

良い実績は、キャリア評価に活用し、モチベー
ションを高め、昇格・地位の決定の参考に 

潜在的能力の
活用 

本人の意向とは別に、組織の都合で、部内、
部外での異動は頻繁に行われる。 

専門領域中でのグレードアップを計画的に意識
づけ、能力を活かす機会を提供 

海外異動 本人の希望というより、会社の方針により、
実施される 

キャリア計画として、含まれていることが多く、
チーム内で後継者の育成を義務付ける 
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SHRM版パフォーマンス・マネジメントとは？ 

目標の立案 
(Planning) 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
(Ongoing 
feedback) 

従業員の自己評価 

(Employee Input) 

業績と成長の 
評価と改善計画 
(Evaluation) 

評価の振り返り 
(Performance 

Review) 

1. 計画立案（Planning) 
 役割と期待を明確に 

 各メンバー、メンターがどう支援しあうのかを明確に 

 行動力と期待が組織の方向性と結びついているのか？ 

 ＳＢＰとの効果的な連携が成功の鍵に！ 

2. ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ(Ongoing feedback) 
 両方向コミュニケーションと双方に責任があること 

 ﾏﾈｼﾞｬｰには、適切なﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸをする責任 

3. 自己評価の引き出し 
 メンバーの責任感の引き出しに役立つ 

 ﾏﾈｼﾞｬｰにも気づきが得られ、説明責任の手間が省ける 

 相互のコミュニケーションの改善に役立つ 

4. 評価の実施 
 評価者：上長だけでなく、適切な評価が可能な人が行う 

 5段階式が一般的 

 業績だけでなく、業績に関係する個人の成長も評価 

5. 評価の振り返り 
 自己評価との開きを説明、納得性が高まる 

 改善計画の立案につなげる 
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ＳＨＲＭ版PM 5ステップの要点 

自己評価と上長評価のギャップ分析
を重視するＳＨＲＭ版ＰＭサイクル 

出典：SHRMに掲載のPM定義の説明文 
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パフォーマンス評価(Performance Appraisal)とは？ 
効果測定の権威が示したパフォーマンス評価の基本 

評価の基本 
(職務項目、標準パフォー
マンスモデルの設定) 

評価面談  
(プロセス、準備、面

談) 

人材開発計画 

(効果的な改善計画) 

日常業務での効果
的なコーチング 

(効果的なコーチング
への改善) 

技術者のパフォーマンス 不
可 

限
界 

標
準 

良
好 

優
秀 

1 仕事の品質 

2 勤務実績 

3 業務知識 

4 勤務態度（積極性） 

5 仕事の量／勤務時間 

6 職務範囲の広さ 

7 計画性 

8 率先垂範 
（自主性、積極性、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ) 

9 創造性 

10 得意分野、専門性の練磨 

11 今後の改善課題 

12 将来への潜在的可能性 

13 健康状態 

その他 
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従業員用パフォーマンス評価表 事例 

パフォーマンス評価の基本サイクル 

出典：Improving employee performance through Appraisal and coaching, 
 Donald L. Kirkpatrick, 2006,AMACOM 職種・職位別、チーム貢献重視、強みを活かし、育てる

ための将来志向のパフォーマンス評価になっているか？ 17 



ソフトを入れただけでは、一向に進まない 
パフォーマンス・マネジメント（PM） 

 他の人に知られたくないので、重要な情報をインプットしてない状況が続いてませんか？ 

 現状把握、結果の集計はできても、その改善策が、十分に取れていますか？ 

 ソフト内で、目標化されたことだけやる傾向がありませんか？ 

 入力された情報だけが注目され、未掲載項目が軽視される傾向がありませんか？ 

 これが重なるとMBOで起きた多くの課題をそのまま引き継ぐことになりかねない。 

 更には、次の視点も問題になりやすいので、特別の配慮が必要になる。 

 ソフト上で、３６０度評価を実施しても、直接仕事で関係ない人にまで拡大し過ぎて、互いに

人気取りに時間を浪費したり、相互に取引するケースが多発する現象が発生してませんか？ 

 組織の目標だけが優先され、個人の目標との関連性がうすくなり、更なる成長計画や長いスパ

ンでのキャリア支援がなおざりになってませんか？ 

 当初の戦略と現実の格差が、アライメントの問題として表面化してませんか？ 
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 ＰＭのソフトを導入すればそれで解決する訳ではありません。導入した統合型
ＰＭソフトで、出来る事と出来ないことを十分理解し、本来ＰＭで行うべきこと
をどのように実施するべきかを戦略的に考える必要があります。 

18 

これらが、マネジメント項目として規定され、実践されていますか？ 



ISO人材マネジメントＨＲＭ標準化案に掲載された 

パフォーマンス・マネジメントのガイドライン 
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 ＰＭで重視される手法 
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 

 ISO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） 

１．目標の設定での重要な視点 
 ISO版目標の設定項目 
次の４つの視点から目標の設定がされているか？ 
• 職務記述書での目標 
• プロジェクト上の目標 
• 行動計画上の目標設定 
• 一人一つの拡大目標の設定 

 目標設定の５原則 
•Ｓ：目標は、詳細に規定されているか？ 
• M：測定可能なのか？ 
•Ａ：達成可能なのか？ 
•Ｒ：現実的な目標か？ 
•Ｔ：達成する時間が決められているか？ 

 

2. ISO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？ 

3. ISO版パフォーマンス改善計画（PIP） 
 ISO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 

 
 

 
4. 他のPMシステムとの関連 
戦略的人材計画 
トータルコンペンセーション計画（トータルリ
ワード） 

個人とチームの人材開発計画 
後継者養成計画 
 HR情報システムの導入等 

 

 タレント・マネジメントに発展する下地があるか？ 
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国際標準化機構ISO準拠の人材マネジメント標準化案 
事例：パフォーマンス・レビュー（PR）での重要な視点 

①効率面で重視されるPM上の視点 

１．PRが期限内に実施された比率 

２．マネジャーが適切に期限内に実施した比率 

３．PRが行われる頻度 

４．Cost of Hireの核となるPRにかかる経費 
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③内部統制 
（社内方針、組織目標、法律や条例の遵守） 

１．勤務予定との対比を行っているか？ 

２．従業員が納得した上で、PRが行われているか？ 

３．組織の方針、法律や条例とのコンプライアンス 

４．従業員は、PMプロセスが誠実な内容であり、
その結果を納得しているか？ 

②効果面で重視されるPM上の視点 

１．明確な目標が記載されている率 

２．マネジャーがPRプロセスに満足している比率 

３．従業員がPRプロセスに満足している比率 

４．高業績者がPRプロセスに満足している比率 

５．PR後、従業員がパフォーマンスや生産性を改善
する必要があると認めた比率 

６．PR後、組織のパフォーマンスが改善した比率 

７．差別待遇により不当解雇されるようなことがな
い様に配慮しているか？ 

８．個人の成長だけでなく、組織の目指す目標達成
への貢献度、組織目標の達成度が含まれていること 

ISO HR標準で規定されたパフォーマンス評価は、世界どこでも大きな課題となっているフィードバックの
やり取りの仕方に焦点を当て、改善を求めています。 
 日常に行われるべきフィードバックの延長として実施され、双方向会話で行われ、そのやりとりの経過が
記録されていることが前提条件になります。（例えば、E-mail, Evernote, OneNote, Sharepoint, Facebook, 
Google docs 他の情報共有サイトの有効活用が役立ちます。） 
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国際標準化機構ISOによる 
人材マネジメント標準化に関する誤解と不安 

良くある誤解と不安  ＩＳＯ ＨＲ標準化ではどう考えているのか？ 

うちには非常によい人事制度がある
ので、欧米式ＨＲ標準方式を押し付

けられるのは迷惑！ 

ISO HR標準化は、欧米式の人事制度を義務として押し付けるものではありません。最
低限必要な視点が実施されているかを検証し、一定レベルの効果が見られる優良企業

に、ISO ＨＲ認証を提供する制度です 

そうじゃなくても、すごく忙しいの
に、面倒なことを押し付けられるの

は迷惑！ 

確かに最初は、面倒／大変とは、思いがちですが、慣れてしまえば、当たり前になり
ます。むしろ、「やりがいのある職場」を実現でき、「結果に結びつきやすくなる」

ので、職場の雰囲気も改善し、会社全体の離職者の減少にも貢献します。 

日本には、日本の独特な職場風土が
あるので、国際標準を押し付けられ、

日本独特の良い文化を失ってしまう
のでは？ 

例え、日本人同士では、「あーうんの呼吸」が存在しても、言語、生活習慣、気候風
土、宗教や考え方も違う人たちとのグローバルビジネスでは、日本独特な風土は、大

変理解しにくい面が多々あります。少なくとも、ISO HR標準で規定した基本ガイドラ
インを適用し、グローバル人材の理解と共感を得た上で、それと並行して、日本的な
良い職場風土を残すことは可能です。 

これ以上、上司と部下で、ぎすぎす
とやり合うのは、こうこりごりだ！ 

多くの日本企業では、人事考課や目標管理は、既に行事化しています。締切りまでに
出さなければならないからやるのではなく、日頃行っている業務の中で、色々な
フィードバックを行い、従来の指導・支援活動の集大成として位置づけ、今後の課題
を明確にし、更なるやる気を引き出すことが本来重要になるのです。このような支援

活動を通して、信頼され、感謝される上司になれるのです。 

効果測定だとか、効果性の検証など、
所詮面倒で、時間の無駄だ！ 

効果測定の経験がない人には、効果測定／検証は難しいものとの先入観があります。
今までの仕事が、効果があったのか、不十分だったのかも分からずに、「頑張って良

かった」とか、「これからも頑張ろう」と思うことはありません。「これから改善す
る方向性を明確にし、やる気を引き出し、成長を促すために必須な活動」と言えます。 

実行が難しい育成計画を立てても、
余り意味がないのでは？ 

本人の適正もありますので、組織の都合を押し付けるのではなく、本人の希望も含め
て、キャリアの方向性を軌道修正する必要があります。キャリア意識を高めるために
は、まず、キャリア評価システムを導入して、キャリア・パスを明確にすることです。 
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日本の人材マネジメントHRMの進むべき道は？ 

 欧米のHRMの大きな流れ 

 

 

 
 

 
 有名大学/大学院の新課程では、PM/TMが必須科目に 

 世界レベルのISO HRM標準化で、PMが重要テーマに 
 韓国・インド・中国、中南米の先進企業は、PM/TMを最優先の経営課

題に 
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現場では、ものづくり優先、技術志向で成功している日本だが、 

ホワイトカラーの職場、ソフト開発の現場での意識改革や、 

サービス品質、顧客満足/顧客価値創造の分野で行われる 

グローバルな人材マネジメントHRM(特にPM/TM)の進め方が課題。 

従来のMBOの運用法の限界 
（単純な目標による管理の限界） 

 

PMにより、職場のスムースな双方向コ
ミュニケーションにもとづく、相互理解
と信頼関係の構築を目指す仕組みづくり 

モチベーション2.0の限界 
（金銭的で、外発的な動機づけ） 

モチベーション3.0の効果的活用 
（内発的、自発的な動機づけ） 
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ＳＨＲＭ２０12、アトランタ大会 
革新的なＨＲと次世代ＨＲで何が達成できるのかを探る画期的な大会に！
多くの日本のHRプロが、真のグローバルHRプロに飛躍する時です！ 
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アトランタで 
最新ＨＲＭ動向 
を体験しよう！ 

 Tom Brokaw CONDOLEEZZA RICE 
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２月の戦略的人材マネジメント研究会予定 

 日程：  

① 2012年 ２月１8日（土）３：００－６：００   

      第３1回 戦略的人材マネジメント研究会  

       

 場所： 

①    ㈱インターワークス会議室  

 研究会テーマ（暫定版）：タレントマネジメントの運用上の課題 

               ISO HR 標準化のゆくえ 
 

 発表者予定  

 K’Commitment 岩泉氏 

 他 有志の方 
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