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人的資源管理の中核を担う管理職の
登用ノウハウを他社事例から把握する

Point
❶  管理職のパフォーマンスいかんによって、企業の人的資源活用の成否が決まるということができる。
❷  ところが、管理職の登用に客観性や合理性に欠けるケースが散見される。管理職の役割は、さまざ
まな要件が求められるが、必ずしもこの要件が備わっているとは言えない。

❸  本稿では、管理職の登用を客観的に行うために、特定の企業事例を照らし合わせながら、アセスメ
ントプログラムのリサーチ、運用、効果測定の方法論を紹介していく。

1．はじめに（本稿の趣旨と要旨）
　企業の経営資源で最重要となるものは人材であ
ることはいつの時代も変わらない。どんなに優れ
た戦略や人事制度を構築しようとも、業績・成果
が伴っていなければ、当該制度は全く意味を成さ
ないと言ってもよい。
　企業を継続的に成長させるためには多くの要素
が存在するものの、中核になければならないもの
は、高いパフォーマンスと意志を持った人材の存
在の可否が大きく影響してくる。反対に言えば、
この人材の活用方法を誤ったり、ないがしろにし
たりすることで、労働生産性は悪化し、企業経営

の存続を妨げることになる。そして、この人材が
「人財」になるか「人罪」になるかは、管理職のパ
フォーマンスが大きく影響してくる。
　次ページの図表1のように、人的資源を効率
的・効果的に管理するステージは、主に、「採用」「配
置」「育成」「評価」「処遇」に分類される。
　このように、人的資源管理と管理職のパフォー
マンスには相関関係が存するが、他方で、重責を
担うはずの管理職登用時にやや曖昧さを感じる。
　それ故に、本稿では、客観的に判断ができる「管
理職登用時のアセスメント 1」について触れてい
く。

1    アセスメントのルーツは、諸説あるものの、CIA の前身である米軍 OSS（戦略対策部）において、スパイ養成のための人事選抜
を目的に開発されたプログラムで、アメリカでは産業界を中心に広まり、日本ではバブル崩壊後に導入が急速に進んだと言われ、
一見その役割は終了したかのように思えたが、最近急速に復活してきている。理由の一つに、合理性を追求する中で、管理職の
登用もつまびらかにする必然性が求められてきているためと考えられている。
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　前述した人的資源管理の成否は、いわば、管理
職のパフォーマンスいかんによって成否が決まる
と言ってもよい。多くの企業において喫緊の課題
となっていると考えているからである。

図表 1　人的資源管理の優先順位

現場オペレーション

管理職のパフォーマンス 

人的資源管理 

企業経営 

採用 配置 育成 

評
価

処
遇

出所：佐藤作成

　ところが、多くの場合、管理職の登用に客観性
や合理性に欠けるケースが少なくない。管理職の
役割は、担当部署における業績向上、人材育成、
組織の活性化と多岐にわたる。そのために、さま
ざまな経験、能力、スキル、行動、意欲といった
全ての要件が必要になるが、必ずしも、登用者に
当該要件が備わっているとは言えない。多くの企
業は、管理職に登用される能力資格要件をクリア
にし、一般職時代のパフォーマンスを考慮し、上
席者の推薦、論文や面談を実施し、該当者を相対
的に評価しながら管理職登用にこぎ着けることが
見られる。この選定方法で成功する場合もあると
思われるが、この選定方法は、客観的とは言えな
いため失敗することもあり得る。
　以上のことを鑑み、以下の四つの流れで、管理
職登用のアセスメント方法を紹介していく。
　第一に、筆者が担当した企業の置かれている状
況を説明する。当該企業は外部要因により、事業
の進め方を変化させていくことを余儀なくされ
た。このことにより、管理職への役割期待が変化
し、人材の選定や能力要件が以前のものとは異な
り、新しい対策が求められた経緯を説明する。

　第二に、第一の事情から、管理職の能力要件を
刷新していくのだが、能力要件を変えるために、
企業トップの期待を確認し、効果的なインタ
ビュー方法やフォロワーへのアンケートを実施し
た実例を紹介していく。
　第三に、管理職の新しい能力要件を作成した後
に、実際に行ったアセスメントプログラムの運営
方法、当該企業で実施した①深層背景面談、②イ
ンバスケット演習、③部下面談ロールプレイ、
④グループ討議、⑤目標達成面談のダイジェスト
を紹介する。
　第四に、プログラム実施後のアセスメントレ
ポートと報告会に触れ、アセスメントプログラム
が導入企業にとって、どのようなメリットや影響
力があったのかを説明していく。
　本稿を一読していただくことによって、企業の
利益を向上させるとともに、直接的または間接的
リスクに直面しないことを狙う。

2．担当企業の実情
2－ 1　担当企業紹介

　当社はグローバルシェアリングがトップレベル

の伝統的装置産業のグループ会社（以下X社）で

ある。X社の売上の内、親会社から得られる売上

は 65～ 70%程度を占める。

　創業時から順調に業績は推移してきたものの、

約 10年前の規制緩和に伴い、他業界から参入者が

増加、必然的に過当競争に巻き込まれるとともに、

同時に親会社の国内市場業績が悪化。3社あった

子会社を一つに統合し、新法人で当該事業を行う。

　ところが、3社とも個別の人事制度と昇進昇格

基準が存在し、統合後に管理行動のアウトプット

が異なることが発覚する。一般職よりパフォーマ

ンスの低い管理職が15%程度いることが発覚した。

2－ 2　経営担当者からの与件
　担当企業が置かれている事情を把握しつつ、
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2016 年の 5 月頃、経営担当者と面談し、以下の
「お悩み」を伺い、与件整理を行った。

・わが社の管理職はマネジメントを行っていな
い。プレイヤ―の延長線上にいる。

・管理職なのにプレイングに軸足を置いている。
・特定の部下しか育てていない。
・管理職が孤立していて、組織が崩壊しそうだ。
・会社の真の経営目標を理解せず、小手先の業務
をこなすことに邁進し過ぎている。

・会社は特定の事情により、新規を確実に獲得し
なければならないのに、旧態依然として既存顧
客に依存している。

　総じて、当企業が管理職に期待する役割と管理
者のパフォーマンスに大きな「差」が生じてきて
いるということが分かった。そして、この「差」
が生じる複数の原因を探ってみたところ、次の五
つの原因が分かった。

［原因1］　 そもそも当社の管理職はマネジメントが
分からないのでは？

［原因2］　 年功や一定の資格要件だけで管理職に昇
格させたのでは？

［原因3］　 マネジメントに対する関心や覚悟がない
のでは？

［原因4］　 会社が管理職に対し、期待するマネジメ
ント要件を伝えていないのでは？

［原因5］　 元来重要となるビジネススキルを備えず
に管理職に昇格させたのでは？

　といった複数の原因が考えられた。なお、他に
も複数の原因が考えられたが、内容の重複や情報
を統合したことにより、ここでは主要な原因を五
つとさせていただく。

3． 担当企業への改善策アプローチ
　以上の原因 1 ～ 5 の原因を究明し、対応策へつ
なげるために緊急かつ重要な原因は、経営担当側

が今日的情勢の中で管理職に期待する能力要件を
伝えることを最重要事項とした。当該経営担当者
は、これまでの管理職に対する資格能力要件を刷
新し、新しい職務要件を作成し直すことを意思決
定した。
　職務要件を作成するに当たり、次の三つの手順
で進めた。
　第一に、担当企業の代表取締役社長から当社が
どうありたいかを綿密にインタビューした。詳し
く申すことはできないが、業界内のポジショニン
グを引き上げ、TOP10 を目指すことに着地した。
　第二に、当社の現有社員の中から 3 名のハイパ
フォーマーを抽出し、綿密にインタビューを行っ
た。なお、ハイパフォーマーの抽出方法は、複数
の役員から聞き出した。当該ハイパフォーマーに
共通の能力を、以下の質問（抜粋版）を行うこと
によって確認した。

・ 業績向上に対する考え方
・ 利害関係者との関係作り
・ 部下との協働活動に向けた関係構築
・ 困難な状況をどのように克服したか
・ 成功したタスクにどのようにかかわったか
・ 失敗をどのように克服し、課題に変えたか
・ 外部要因に当事者意識で対峙したか

　以上のインタビューを行い、当該ハイパフォー
マーが有するさまざまな要素、パターン、行動特
性を明らかにした。
　第三に、上記第二の方法は、バイアスがかかる
ため、フォロワーや当社顧客からもアンケートを
実施し、「X 社の管理職に求められる人物像」を
一定の方法で実施した。
　以上のインタビューとアンケートを通して、新
しい管理職の能力要件を作成した。六つの大項目
に対して、より具体的な中項目、中項目を実践す
るための行動指針が小項目になる（次ページ
図表2）。
　なお、小項目の行動の在り方は、コンピテン
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シーディクショナリーを企てたが、解釈が難解で
適切な運用の妨げになると判断し、導入しないこ
とを決めた。

図表 2　X社管理職職能要件
大項目（6） 中項目（18） 小項目（18）

問題解決行動

現状の指標化 ･･････････････････

真因発見 ･･････････････････

効果的対策 ･･････････････････

基本行動

顧客志向 ･･････････････････

行動志向 ･･････････････････

ストレス耐性 ･･････････････････

出所：佐藤作成

　蛇足だが、経営の観点から見た「求められる人
材の登用要件」を探るやり方は、一般的に「サク
セッションプラン」と呼ばれており、多くの企業
で配置管理、昇進昇格管理として採用されてい
る。なお、人材の登用要件を検討する上では、「量
的要件」と「質的要件」の両面から考えることが
重要となる。
　量的要件は、現在および将来の事業計画・規模
から求められる要員数を考慮し、どこのどのよう
なポジションを将来的に充足させる必要があるか
を量的に整理したものとなる。
　質的要件とは、将来の事業戦略を実行する上で
人材に求められる知識や経験などの能力面での要
件である。
　なお、当該企業 X 社においては、どちらかと言
えば、質的要件に軸足を置いたと言える。

4．アセスメントプログラムの実施
　当該 X 社では、管理職の能力要件を作成してい
く中で、「管理職に期待する能力要件を伝えること」
だけではなく新たな与件が加わった。それは、こ
の能力要件を明らかに満たしていない場合は、職
能のミスマッチという観点から、降格・降職を行

うというものであった。このことは決して不利益
変更ではない。他方で、一般職から管理職への門
戸を広げたり、既任管理職の賃金を上げたりする
ことも同時に実行した。
　実は、この新たな与件が追加されることで、管
理職へのアセスメントプログラムが実施されるこ
とになった。

5．アセスメントプログラムの内容
　アセスメントプログラムは、「潜在能力」を確認
するためのものと、「顕在能力」を確認するための
ものに二分される。ちなみに、当該 X 社は、「潜
在能力」だけではなく、「顕在能力」を確認するこ
とを主眼に置いた。なお、これらの能力を確認す
るために、図表3のプログラムを実施した。

図表 3　アセスメントプログラムの詳細

深層背景面談

インバスケット

部下面談演習グループ討議

目標達成演習

出所：佐藤作成

　以降は、アセスメントを行う者を「アセッサー 2」
といい、アセスメントされるものを「アセッシー」
と言うが、実際に行ったアセッサーとアセッシーの
人数、プログラム完了に費やした工数は以下の通
りである。

2    1973 年に人事アセスメントを日本国内に導入した株式会社マネジメントサービスセンターでは、アセッサーになるために、演習
行動の観察・記録 被観察者の演習行動を詳細に記録し、記録データの評価、分類し、行動の解釈行い、ディメンションに基づき
評価を行うプログラムを受講する。実際に本コースを受講するために、実務要件やその他複数の能力要件が求められる。

人材／人材育成の視点
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3    インバスケットは、決裁がされていない書類が入った「未処理箱」を意味する。1950 年代、アメリカ空軍で導入され、制限時間
内に主人公の立場になりきり、顧客からのクレームや部下からの相談等、どの職場でも起こりうる案件を、的確に、迅速に、高
精度で処理を行うことができるのかを測るビジネスシミュレーションゲーム。昇進昇格試験、採用試験などのアセスメントツー
ルなど、さまざまなシーンで活用されている。

アセッサー －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 計5名

アセッシー －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 計100名

1会合当たりの日数 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 各2日間

1回当たりの人数 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 各20名

合計会合数 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 計5回

以上の要領で実施した。

　「深層背景面談」では、これまでのアセッシーの
キャリアや問題解決行動、失敗をどのように克服
したかを各アセッサーが個別面談で尋ねる。
　「インバスケット 3」演習では、アセッシーの事
業とは無関係のケース情報を複数処理し、最適な
状況対応ができるか否かを個別演習で確認する。
　「部下面談」演習では、アセッシーが上司役、ア
セッサーが部下役を演じ、上司役が部下役の行動
を変えるロールプレイングを行う。
　「グループ討議」演習では、特定の職場のケース
から、グループ間で話し合いながら難解な課題を
解決していく。

図表 4　アセスメント可能な演習・面談
大項目 中項目 深層背景

面談
インバス
ケット

部下
面談演習

グループ
討議

目標達成
演習

・・・・・・・・・・・・ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

・・・・・・・・・・・・ ○ ○

出所：佐藤作成

　「目標達成」演習では、再びアセッサーとアセッ
シーが面談し、アセッシーの能力要件上の “強み”
と “弱み” を共有しながら改善していく。
　なお、前述したように、当該 X 社の「管理職の
能力要件」は大項目が 6、関連する中項目が 18 を
有するのだが、一定の演習や面談だけでは、能力
要件を評価することはできない。実際は、図表4
のように、アセスメントできるプログラムとでき
ないプログラムに分けられる。

6．アセスメントレポートと報告会の実施
　2 日間のアセスメントプログラムから、アセッ
シー 100 名の潜在能力と顕在能力をアセッサーが
判断し、フィードバックレポートとコンフィデン
シャルレポートを作成する。フィードバックレ
ポートは、アセッシーに向けて作成するもので、
管理職としての優れている点と改善点を報告す
る。コンフィデンシャルレポートは、当該 X 社の
経営担当者、担当取締役、代表取締役社長にのみ
に開示する。また、アセッシー 100 名を 1 位から
100 位までの格付けを行う。なお、次ページの
図表5は、フィードバックレポートを抜粋したサ
ンプルである。
　管理職の上席者である担当役員は、常日頃、直
観的に部下のパフォーマンスや管理職の位置付け
を承知していたが、客観的に格付けされた結果を
受け止め、今後の改善ポイントを把握することが
できた。
　管理職をアセスメントすることで、管理職自身
パフォーマンスを認識できる効果は当然得られる
が、副次効果として、役員が管理職に対して課題
をフィードバックするためのよりどころになって
いることも付け加えておく。

人的資源管理の中核を担う管理職の登用ノウハウを他社事例から把握する
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図表 5　「フィードバックレポート」サンプル
総
合
順
位

人
数

氏
名

大
項
目

中
項
目

合
計 Feedback Report

１
１
０
０

東
京
太
郎

問
題
解
決
行
動

現
状
の
指
標
化

48

真剣かつ熱心な態度で、存在感を
示す。物おじしない自発的な言動
で他者に働きかけ、率直に自分の
考えを表明する。常に和やかな表
情や穏やかな態度を絶やさず、相
手に対して温かさや共感する気持
ちを示していく姿勢がある。その
反面、置かれている状況に合った
戦略を打ち出していくことが十分
でなく、今後の方向性についての
考察が限定的になり、大きな視点
からの意見や提案が不足する。既
存の体験やアプローチに偏りがち
になる傾向があり、新しい視点か
らとるべきアイディアを訴えてい
く姿勢が十分でない。今後は、大
局的な視点から考察する戦略的思
考力の強化が求められる。

２
１
０
０

神
奈
川
次
郎

基
本
行
動

顧
客
志
向

46

慎重だが、真剣に物事に対処する。
他者への指示をはっきりと伝え、
期日を指定して部下に報告を要請
し、さらに事後の対応にも触れな
がら、綿密に進行を管理する。自
分のアイディアや意見を分かりや
すい言葉で簡潔明瞭に相手に訴え
ることができる。その一方で、相
手の話を聞く際に、やや詰問調に
なって、アイコンタクトやうなず
きなどの傾聴の姿勢が不足し、会
話をスムーズに運ぶことが難しく
なる傾向がある。部下の業績達成
のための意欲を強化するために、
称賛の言葉をかけ、動機づけする
姿勢が不足する。今後は相手の見
解をうまく引き出し、会話を促進
させる受容力の強化が求められる。

出所：佐藤作成

7．おわりに（アセスメント導入のメリット）
　繰り返しになるが、アセスメントを導入する会
社のメリットを考えていきたい。
　一般に企業の中での評価は業務の成果だけでは
なく、評価者から見た人間としての好き嫌いも多
かれ少なかれ入ってきてしまう。また、業務が定
量的に評価することができない部署は、具体的な
評価がされづらい傾向にある。好き嫌いというと
ころでは、自分の思うような行動、同じような行
動をするタイプの部下をよく評価したり、反対の

行動をする者を悪く評価したりする傾向がある。
極端な場合、上司に好まれない部下は、そのほと
んどが排他的に扱われ、表舞台から外されること
が予想される。
　外部の第三者である特別なトレーニングを受け
たアセッサーが評価するアセスメントは、人事評
価の一定の判断材料として信頼性が高く、評価を
受ける社員からも、第三者ということで、より納
得性が高まる。
　以上のように、人的資源を効果的に管理するた
めの一つの手段として、経営の中核を担う管理職
のパフォーマンスを把握することを強くお勧めし
たい。
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