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　新型コロナウイルス感染症問題を契機として、
日本企業における従業員の働き方や会社と従業員
の関係性に大きな変化がみられている。不確実性
の高い時代といわれて久しいが、先行きの見通し
がいかに不透明であるかを、これほど誰もが実感
している状態は過去にはなかったことである。仕
事といえば会社に通勤して行うことが当たり前で
あったが、リモートワークが定着しつつある現在、
過去の働き方に違和感を覚える人も少なくないに
違いない。
　従業員の職務・職責を明確にする「ジョブ型」
の人事制度を採り入れる企業も増えている。この
ことは、会社という組織に就職をして会社の命に

従って働く、いわゆる「メンバーシップ型」と呼
ばれる従来の会社と従業員の関係から、ジョブご
とに雇用契約を結ぶ欧米型により近い関係性に移
行しつつあることの現れであろう。
　これらの変化に共通するキーワードは、従業員
の「自律」である。会社への貢献の仕方を大きく
2 つに分類するなら、会社から与えられた目標に
忠実に応えることによって貢献するか、自律的に
成果を出して貢献するかに分けられるが、より後
者に近い貢献が求められるようになってきている
のである。
　これまでの常識が通用しない環境では、上司が
答えを知っているわけではない。上司も部下もリ
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Point
❶	 	ニューノーマル時代には、従業員の自律的貢献を支援するマネジメントが求められるようになる。
❷	 	従来の人事評価制度にも見直しが必要とされるが、一律的な解はなく、それぞれの企業が創造的に
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❸	 	今後、人事評価制度を検討する際には、これまで当たり前と考えられていた固定観念を疑う姿勢が
必要とされる。
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①　人事評価にレイティングは必須

②　目標の達成度を用いなければ評価ができない

③　評価は公平であるべき

④　上司の評価力を高めることが重要

⑤　仕事はリアル環境で行われる

パフォーマンス向上には1on1の方が効果的

OKR＊では達成度を人事評価に用いない

過去に時間をかけるより未来指向の議論を

360度評価も検討に値する

これからの評価制度はデジタル環境が前提

＊OKR：Objectives and Key Results、「固定観念②」で詳述 

固定観念 アドバイス

図表 1　人事評価に関わる固定観念と本稿におけるアドバイス

出所：筆者作成

モートワークの状況では、上司が逐一指示をする
マイクロマネジメントは機能しない。一人ひとり
の専門性が多様化してくると、上司には一律的な
マネジメントではなく、個々人によって異なる成
長支援や動機づけが求められるようになる。
　こうした変化に伴って、人事評価の在り方にも
修正が求められる。しかし、企業を取り巻く不確
実性の度合いは業界によって異なるし、ニューノー
マル（新常態）への移行の振れ幅も会社によって
異なる。そのため、全社共通の 1 つの解が存在す
るわけではなく、企業は自社に適した人事評価の
在り方を探求していかなければならない。
　その際に、これまで常識と考えられてきた人事
評価にまつわる固定観念を払拭して、創造的に考
えることが重要になる。本稿では、その際の思考
の手助けとして、疑ってみるべき固定観念を 5 つ
提示し、それらに対応した人事評価のトレンドに
ついて解説したい（図表 1）。ただし、人事評価を

「評価制度」に絞って狭く捉えるのではなく、個人
と組織のパフォーマンス（成果・生産性）を向上
させるためのマネジメントの一機能として議論す
る。

固定観念①：人事評価にレイティングは必須
　レイティングとは個人に対する人事評価の結果
を「A・B・C・…」といった成績として示すこ
と（あるいはその成績自体）を指しており、大半
の日本企業における人事評価で用いられている。
レイティングは賞与額決定の根拠として用いられ
ることが多いうえ、昇進・昇格要件などに組み込
んでいる企業も少なくない。
　米国では 2014・15 年ころから、レイティング
を廃止する企業が増えている。その理由はさまざ
ま挙げられるが、一言で述べるならレイティング
がパフォーマンス向上に役立っていないばかりか、
逆にそれを阻害していることがわかってきたこと
による 1。
　例えば、脳科学の研究結果によって、レイティ
ングによる点数化は人を成長に向けて動機づける
のではなく、むしろ成長意欲を減退させることが
検証されている。特に、ネガティブなレイティン
グが示されると、「闘争／逃走反応」と呼ばれる脳
反応が作動して学習が阻害されてしまう。
　また、「A・B・C・…」の配分の基準としてし
ばしば用いられている正規分布も実態を歪めてい
ることがわかっている。人のパフォーマンスは正

1    「人事評価はもういらない」（松丘啓司著、ファーストプレス、2016 年）を参照
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規分布ではなく、パレート分布することが研究結
果として証明されており（図表 2）、人為的に正規
分布させることによって誤ったメッセージを送っ
てしまうことになりかねない。
　限られた賞与原資を何らかの基準で配分するに
は正規分布に基づく相対評価は便利な手法ではあ
るが、パフォーマンス向上という人事評価本来の
目的からするとほとんど効果がない。いうまでも
なく、2：6：2 などと人を分類するだけでパフォー
マンスが向上するはずはないのである。
　個人のパフォーマンスを高めるという目的を優
先するのであれば、一人ひとりに目を配ったマネ
ジメントがむしろ重要になる。そこで、導入が拡
大しているのが「1on1」（ワン・オン・ワン：上司
と部下による頻繁な対話）である。
　1on1 はもちろん評価制度ではないし、レイティ
ングをやめなければ 1on1 が導入できないわけで
もない。しかし、年 3 回の面談を通じて年次評価

（レイティング）を決定して伝えるという、従来の
評価プロセスに対する打開策として米国では 1on1
が広がってきた経緯がある。人事評価の問題を解
決するための方策は、必ずしも評価制度の範

はん

疇
ちゅう

に
とどまらないのである。

固定観念②：目標の達成度を用いなければ評価
ができない
　1990 年代後半から日本企業において一斉に導入
されたレイティングは、当時の成果主義の流れも
あって業績評価に適用されるケースが多い。その
場合の業績の測定方法としては、期初に設定した
個人目標の達成度を用いることが一般的である。
　同じ会社の中でも事業部門や職種が異なれば、
業績を横並びで比較することは困難である。その
ため、仕事の内容が異なっても共通の尺度となり
うる目標の達成度が評価基準として取り入れられ
たのである。
　その際に個人目標の設定を各人が思い思いに
行っては、方向性もバラバラでレベル感もまちま
ちになってしまう。個人の目標は各人が所属する
組織の目標、最終的には全社の目標に貢献すべき
ものであることから、目標設定に当たっては全社
目標から出発して、部門目標→チーム目標→個人
目標へと配分されていくのが目標管理制度（MBO）
でよくみられる目標設定のプロセスである。
　日本企業におけるこれまでのパフォーマンスマ
ネジメントは、この目標管理制度と評価制度をセッ
トとして運用されてきた。しかし、この方式は本
稿の冒頭で述べたような「自律的な成果貢献」に
はあまり適さない。目標が上から与えられるため、

「他律的」な姿勢が強化されてしまうからである。
　また、個人目標の達成度による評価は個人主義
や組織のサイロ化を助長するという弊害をもたら
す。イノベーションを生み出すためには異なる専
門性を持った人材によるコラボレーションが不可
欠であるが、上からの目標配分はコラボレーショ
ンの阻害要因になっている。また、上司が優秀な
人材を囲い込んで離さないといった事態もしばし
ば起こる。
　MBO を厳格に運用しなければ会社の業績目標
は達成できないと心配する経営者がいるかもしれ
ないが、目標管理の在り方についても常識に縛ら
れずに創造的に考えるべきである。その際、参考
になるのが OKR（Objectives and Key Results）の

パレート分布（べき分布）

正規分布

図表 2　 人のパフォーマンスは正規分布ではなく
パレート分布を形成する

出所： “The Best and the Rest: Revisiting the Norm of Normality of 
Individual Performance”（Ernest O’Boyle Jr. and Herman 
Aguinis, 2012）
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考え方である（図表 3）。OKR はインテルやグー
グルで長く用いられてきた目標管理のフレーム
ワークで、全社目標を達成するために一人ひとり
が何によって貢献したいかを主体的に考えさせる
手法である 2。簡単には手が届かない野心的な目
標を設定し、それを実現するためのコラボレーショ
ンを促す。
　OKR では達成度が 100% を超えることは極めて
まれであるため、達成度を人事評価に用いないこ
とが原則とされる。達成度という基準を用いなけ
れば人事評価ができないというのは固定観念なの
である。

固定観念③：評価は公平であるべき
　評価制度の運用に多大な労力を費やしている企
業が少なくない。被評価者一人ひとりの評価の根
拠を示す膨大なドキュメントを作成し、評価会議
で長い時間をかけて議論を行うために要している
コストは多大である。
　それだけの労力とコストを費やした評価結果に
対して、被評価者が納得しているかというと疑わ
しい。企業はこれまで、評価の公平性を担保する
ために制度を精緻化し、運用に時間をかけてきた
が、本人に納得感がなければパフォーマンス向上

につながらない。
　本人の納得感を高めるためには、評価に時間を
かけるよりも、上述のように 1on1 に時間を使っ
た方が生産的である。さらに、本人の成長を促進
するためには、過去よりも未来にウエートを移し
た方が効果的といえる。
　評価は過去に焦点を当てている。今期、どのよ
うな成果を残したか、どのような行動が観察され
たかなど、話のテーマはどれも過ぎ去ったことで
ある。それに対して、人材開発は未来をみる。本
人の成長のためにはこれからどのような経験をさ
せるべきか、どのような役割を担わせたいかなど、
人材開発の議論は常に未来指向である。
　米国では、評価会議よりも「人材開発会議」に
時間をかける企業が増えている。かつては「タレ
ントレビュー」と呼ばれ、一部の幹部候補だけを
対象としていたが、昨今では全従業員を対象とす
るため、「ピープルレビュー」とか「ピープルディ
スカッション」などと呼ばれている。人材開発会
議の場では、上司が部下の成長シナリオを語り、
人材開発をテーマに議論が行われる。その際には、
会社や上司が期待する成長シナリオだけでなく、
本人のキャリア志望も重視される。そのため、人
材開発会議を機能させるためには、1on1 において
上司と部下が今後のキャリア開発について日頃か
ら話し合っていることが重要になる。

固定観念④：上司の評価力を高めることが重要
　たいていの評価制度では直属の上司が 1 次評価
を行うことになっている。部下を育てるのが上司
の役割であるため、それに対してほとんど疑いを
持たれないように思われるが、上司が 1 次評価を
行うことの弊害もある。
　昨今のリモートワーク環境においては、上司か
ら部下の様子が見えないため評価に支障をきたす
という声も多く聞かれるが、リモートワークでな
くても現場にいる部下に上司の目が届いていない

2    「目標管理制度（MBO）の限界－ OKR に学ぶ発想の転換－」（経営センサー 2019 年 5 月号）を参照

OKR：Objectives and Key Results
通常は4半期サイクルで目標設定を繰り返す

⑤ オープン④ クロスファンクション

③ アンビシャス

Objective 

Key Result Key ResultKey Result

• 広く公開する

① 構造化

② トップダウンと
ボトムアップの融合

• 主体性を重視する • 達成度で評価しない

• 連携を奨励する

図表 3　OKR の特徴

出所：筆者作成
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職場も少なくない。
　たとえ精緻な評価制度があっても、上司はどれ
だけ自分に貢献してくれたかによって部下を評価
する傾向がある。逆に、部下には上司の関心が高
いテーマに貢献することによって評価されようと
する心理も働く。そうなると、部下の自律性は損
なわれてしまう。
　そういった問題に対する解決策として、360 度
評価を人事評価に用いる企業も出始めている。従
来の 360 度評価は、例えばマネジャーのマネジメ
ント力を向上するためのフィードバック目的や、
マネジャーの昇進における参考情報として用いら
れることが多かったが、上司による 1 次評価に代
わる位置づけとして 360 度評価に置き換えたり、
上司が 1 次評価を行うためのインプットとして
360 度評価が用いられたりしている。
　従来の組織マネジメントではマネジャーは「管
理者」として部下を監督する役割を担っていたが、
ニューノーマル時代においては部下の自律的な貢
献を促すための「支援者」の役割がより重要にな
る。マネジャーが管理者から支援者に比重を移す
際に、同時に評価権限を委譲することも考えてみ
る必要がある。
　360 度評価を採り入れた企業では、上司だけで
なく従業員全員の評価力を高める必要がある。誰
もが評価者にも被評価者にもなるため、常日頃か
ら周囲の人々に対して関心を持つ意識が高められ
る。あらゆる企業に 360 度評価が適しているわけ
ではないが、今後の人事評価の検討においては、
従来の 1 次・2 次評価という枠組みにとらわれな
いことが重要である。

固定観念⑤：仕事はリアル環境で行われる
　新型コロナウイルス感染症問題が起きるまで、
大部分の会社ではリアルな職場で仕事が行われる
ことが通常であり、リモートワークは例外的なケー
スであったため、これまでの評価制度はリアル環
境を念頭に置いて設計されている。
　リアル環境のいちばんの特徴は、部下が働いて
いる様子を上司や周囲がリアルに観察できること
にある。成果による評価を採用している場合でも、
最終的な結果だけをみて判断できることはまれで、
その成果を取り巻く状況を理解していなければ成
果のインパクトを把握することは困難である。
　近くで見て観察できないリモートワークの環境
においては、部下と上司、およびメンバー間のコ
ミュニケーションがより重要になる。コミュニケー
ションといっても上司から状況を一つひとつ聞き
にいくのにも限界があるため、一人ひとりが自分
の状況を発信する姿勢が求められる。また、各人
が目標達成に向けてチャレンジしている状況を積
極的に発信し、上司と周囲がそれに応答していく
コミュニケーションを可能にするデジタル環境が
インフラとして求められる。
　コミュニケーション以外でも、従来の評価制度
はリアル環境を前提にしてつくられている。例え
ば、評価シートは紙に出力することを前提に設計
されている。シートを 1 枚に収めるために、A3 サ
イズに枠がぎっしりと埋め込まれているシートも
よく目にする。それを見ただけでも、人事評価は
気の滅入る仕事と感じられる。最近のクラウドサー
ビスを活用すれば、そのような A3 シートを設計
する必要はないし、紙に印刷する必要もない。今後、
評価制度を新たに設計しようとする場合、すべて
をデジタル環境で完結させることを意識した方が
よかろう。
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