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　数年前から、アメリカ企業を中心として人事評
価の在り方に大きな変革が起こっている。GE、
GAP、マイクロソフト、ファイザー、アクセンチュ
アなど、多数のグローバル企業が既に年次評価（年
次でのレーティング）を廃止して、現場における
リアルタイムフィードバックを軸とした人材マネ
ジメントに転換した。その背景には、デジタル社
会が進展する環境における経営パラダイムの変化
がある。
　その一方で、ほとんどの日本企業は20年前に
導入された成果主義人事の考え方を後生大事に維
持したままである。この20年間で多少のファイ
ンチューニングは行われてきたものの、根本的な
思想は変わっていない。新たな経営環境における
人材マネジメントの在り方の検討に関して、企業

経営者は今のところあまりプライオリティを置い
ていないように見えるが、このままでは海外の競
合企業とのマネジメント格差がますます拡大して
いくことが危惧される。

アジャイルなパフォーマンスマネジメントの
必要性
　多くの日本企業では、期初に個人目標の設定を
行い、期末にその達成度に基づいて評価（個人に
A・B・Cを付けるレーティング）を実施し、そ
の結果に基づいて等級や報酬を決め、期末に本人
にフィードバックを行うという目標管理・評価制
度を運用している。そのような目標管理・評価制
度に基づいて行われるマネジメントのことを、ア
メリカでは一般的に「パフォーマンスマネジメン
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Point
❶  年次評価（レーティング）を廃止するアメリカ企業がますます増えている。その目的はアジャイル
なパフォーマンスマネジメントを実現することと、レーティングの弊害を取り除くことにある。

❷  その一方で、日本企業は20年前に導入した成果主義人事の考え方から脱却できていない。不確実
性の高い環境下でこれまでのマネジメント方法を継続しても、イノベーションは起こらず、成長の
阻害要因となる。

❸  上司と部下による1on1（ワンオンワン）の対話は取り組みやすい方法であり、HRテクノロジー
も積極的に活用して、パフォーマンスマネジメントを有意義な体験へと変えていく必要がある。
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ト」と呼んでいる。
　これまでのアメリカ企業と日本企業のパフォー
マンスマネジメントのやり方は極めて似通ってい
た。なぜなら、日本企業が成果主義人事を導入し
た際にモデルとしたのがアメリカ式の方法だった
からである。ところが、その輸入元であるアメリ
カ企業自身が、パフォーマンスマネジメントを抜
本的に見直していることに留意が必要だ。
　見直しの一つ目の柱は、「アジャイルな」（機敏な）
マネジメントを実現することにある。年度や半期
といった会計期間に固定化されていては、効果の
あるマネジメントができないというのがその理由
である。期初に目標を設定したとしても、現場の
環境が変われば臨機応変に目標を見直す。上司か
ら部下に対するフィードバックも、半期に一度の
面談を待つことなくリアルタイムで実施される。
半年分まとめてフィードバックされても学習効果
は乏しいからである。
　アジャイルなマネジメントが求められる理由を
別の角度から説明すると、経営環境の不確実性が
非常に高まっていることが挙げられる。つまり、
ビジネスにおける将来の予見可能性が低下してい
るのである。そのような環境では、そもそも正し
いかどうか分からない年次目標の達成度で評価を
行うこと自体に意味がないばかりか、年次目標に
縛られてビジネス機会を逸するリスクが高まって
しまう。不確実性の高いビジネス環境では、当初
の計画どおりに行うことよりも、実験と検証を繰
り返しながら成功を探り当てる仕事の進め方の方
が、成功確率を高められると考えられているので
ある。

年次評価（レーティング）の弊害
　見直しの二つ目の柱は、相対評価によって個人
をA・B・Cなどとランキングする、「レーティ
ング」を廃止することだ。レーティングは個人の
パフォーマンスを高めるのではなく、むしろ逆に
阻害するという研究結果が示されている。その一
つが脳科学による検証である。レーティングの結

果を個人にフィードバックすると、防御的なマイ
ンドセットが強化され、それが成長意欲を阻害す
ることが分かってきた。レーティングは人材開発
を促進するのではなく、阻害要因になっているの
である。
　相対評価は通常、正規分布（ベルカーブ）に基
づいて行われているが、人のパフォーマンスは正
規分布せず、パレート分布（べき分布）するとい
う検証結果もある（図表1）。いわゆる2：6：2の
法則は、恣意的に正規分布を作った結果であり、
パフォーマンスの分布を正確に表していないとい
うのである。もともとパレート分布しているもの
を無理に正規分布させることの弊害はいくつもあ
る。その一つは、正規分布では、平均点付近の集
団がもっとも多くなることだ。そのことは、平均
点を取ってさえいれば周りと同じ評価がもらえる
という中庸意識が強化させてしまう。社員の過半
数が中庸でよいと考える組織では、大きなパフォー
マンス向上は望めないであろう。

正規分布

パレート分布（べき分布）

図表 1　 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）

　レーティングは、パフォーマンス向上に役立っ
ていない割に多大な労力を必要とする。評価シー
トを作成したり、評価会議で議論したりするのに
投入される時間はどの企業でも膨大である。その
議論の大部分は、過去の実績や仕事ぶりからAか
Bかの判定を決めるというところに費やされる。
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その人をさらに成長させるためにはどのような経
験が必要で、どうやって能力を高めるかといった、
未来志向での人材開発の議論はほとんど行われな
い。その結果、レーティングは、「査定する」とい
うマネジャーの意識を強化し、「育てる」という意
識を希薄化させてしまうのである。

タレントレビューを重視する
　日本企業の人事や経営層に対して、レーティン
グ廃止（No Ratings）の話をすると、それでは等
級や報酬を決められないので現実的ではないとい
う反応が少なくない。あるいは、レーティングに
問題があることは分かったが、わが社では時期尚
早であるといった反応も多い。これらは、レーティ
ングはあって当然という固定観念が強いことの表
れだ。成果主義人事への移行後、この20年間で
レーティングは組織に深く浸透しているのである。
　レーティングが必要でない理由を一つずつ解き
ほぐすと、まず等級を決める（昇格を決める）の
にレーティングは不要である。むしろ、レーティ
ングに縛られない方がよい。レーティングはあく
までも年度や半期の成果によって決められるもの
だからである。現在、多くの日本企業では、いわ
ゆる役割等級制度が用いられている。○○の役割
を果たすのが課長クラス、△△の役割を果たすの
が部長クラスというように、各等級に求められる
行動や能力の要件が定義され、その要件を満たす
人が昇格の対象となるのが原則だ。短期業績を上
げたからそのご褒美で昇格させるという類いのも
のではないはずだが、現実には3年連続A評価を
取ったら昇格といった制度を用いている日本企業
は少なくない。その結果、本来、昇格要件を満た
さない人が昇格したり、昇格すべき人が昇格でき
なかったりする評価エラーが多発することになる。
　アメリカ企業でも多くの企業が役割等級制度と
同様のグレード制度を導入している。レーティン
グを廃止した企業では、その分、タレントレビュー
に時間を割いている。タレントレビューとは、個
人の強みや今後の開発方針を議論するプロセスで

ある。各人が上の等級の役割を果たす能力やリー
ダーシップを有しているかをアセスメントし、昇
格させるためにはどのような経験や学習が必要か
を議論するのがタレントレビューだ。タレントレ
ビューの場では短期的な業績もインプット情報と
して参考にはするが、それはA・B・Cといった
レーティングである必要はない。

現場の裁量を高める方が公平で納得感が
得られる
　アメリカ企業でも、日本企業と同様に報酬は基
本給と賞与で構成されている会社が多い。基本給
は各人の役割に応じて決定される。つまり、等級
に連動しているため、等級を決定することができ
れば基本給は決められるのである。したがって、
基本給の決定にレーティングは必要がない。そう
すると、レーティングの存在意義は賞与の決定だ
けになる。しかし、賞与の決定においても、前述
したように恣意的に正規分布を作って分配するこ
との問題点が存在する。
　レーティングを廃止したアメリカ企業の多くは、
賞与原資を部門やチームに配分し、その組織のマ
ネジャーが個人に対して賞与を配分するという方
法を採用している。このやり方は日本企業からす
ると、一見、乱暴に感じるかもしれないが、実は
合理的な方法である。その理由の一つ目は、成果
の重要性に応じて報酬を決められるという点にあ
る。何が重要な成果かは部門が違えば異なるし、
同じ部門でも時間とともに変化する。部門内で何
が今、重要な成果かをしっかりと議論することの
方が、全社で一律的に目標の達成度を点数化して
相対評価するよりも、「成果に応じた報酬」をより
適正に実現できるのである。
　部門内で賞与を配分することの二つ目のメリッ
トは、マネジャーに対して部下の人材開発への主
体性を高められることである。賞与額の決定に当
たって、マネジャーは部下が納得できる説明を行
う必要があるが、その前提として後に述べるマネ
ジャーと部下の1on1（ワンオンワン：1対 1）で
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の頻繁な対話が行われていることが重要だ。期中
において、マネジャーから部下に対してリアルタ
イムでのフィードバックが頻繁に行われている企
業では、期末の賞与決定に対する部下の納得度が
これまでよりも高まったと言われている。

外発的動機付けから内発的動機付けへ
　成果主義人事における動機付けは「外発的」で
ある。あえて乱暴な言い方をすると、目標を達成
すれば評価してあげるので、それに向けてがんば
れという方式である。一方で、イノベーションが
成功要因となるようなビジネスにおいては、目標
の達成率といった動機付けは機能しない。どうす
れば成功するかの不確実性が高い環境では、達成
すべき結果を所与の条件として与えることが難し
いからである。そのような状況における動機付け
は、「内発的」であることが必要だ。それぞれ異な
る価値観や強みを持った人が意欲を高め、自律的
に目標設定することを促すために、一人ひとりに
よって異なる動機付けが必要とされるのである。
　多くの日本企業でもイノベーションは当然必要
とされているが、外発的動機付け中心の成果主義

人事からの脱却ができないままでいる。その大き
な理由の一つは、国内のレガシービジネスへの依
存度が高いためであろう。海外売上が増えている
と言っても、依然としてビジネスモデルの確立し
たレガシービジネスにおける国内売上の比重は大
きく、何よりも日本人従業員の大多数がそこに張
り付いている企業は非常に多い。国内人口の減少
によって、徐々に需要が減っていくことはわかっ
ているものの、すぐには従来のやり方を変えられ
ないでいるのが現状である。
　しかし、低成長・デフレ経済のもとで、外発的
動機付け偏重の目標管理・評価制度を長く続けて
きたことによる問題点は決して小さくない。図表2
に示すように、ウォーターフォール型の目標管理
は、目標は上から与えられるものという受け身の
姿勢を強化してしまう。また、目標の達成度によ
る評価は、失敗を回避しようとする安全志向を高
める。ミドルのマネジメントは、目標の進捗度を
確認するプロセス管理が中心となっており、人を
動機付け、成長を促すピープルマネジメントの経
験が乏しいのが実情である。そのような状態を維
持したままでイノベーションを起こすのは難しい。

• 将来環境はある程度、予見可能
• 確立されたレガシービジネスへの
高い依存度

• 受動的姿勢を強化
• 安全志向（失敗を回避）

• 将来環境は予見困難
• イノベーションの成功要因を
常に模索

• 自律的行動を促進
• 失敗からの学習を重視

中期経営計画

事業計画／評価基準

計画のカスケードダウン

プロセス管理

ピープルマネジメント

市場の声

実験～検証の繰り返し

企業・事業ビジョン

イノベーションによる価値創造

ウォーターフォール型の
目標管理

アジャイル（機敏）な
パフォーマンスマネジメント

特徴

大小
VUCA1

適応の
必要性

図表 2　 ウォーターフォール型の目標管理とアジャイルな
パフォーマンスマネジメント

（注1）  Volatility（変動）、Uncertainty（不確実）、Complexity（複雑）、Ambiguity（曖昧）の
頭文字をつなぎ合わせた造語で、これら4つの要因により、現在の社会経済環境がきわめて
予測困難な状況に直面しているという時代認識を表す言葉。

出所：筆者作成
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1on1から一歩を踏み出す
　アメリカ企業において、内発的動機付けを促す
方法として積極的に導入されているのが、上司と
部下による頻繁な1on1の対話である。会社によっ
て、「チェックイン」「タッチポイント」「クオリ
ティーカンバセーション」など、さまざまな名称
で呼ばれているが、ここでは総称して「1on1」と
呼ぶ。年次評価の廃止によって、従来、期末に要
していた評価業務の工数を大幅に削減し、その分
の時間を期中のコミュニケーションに充てるので
ある。
　1on1の場では、部下本人が主役だ。目標を立て、
アクションを起こし、経験から学んで、将来のキャ
リアビジョンの実現に向けて行動するのは本人で
ある。マネジャーには部下の経験学習やキャリア
開発を支援するという役割が与えられる（図表
3）。上司から一方的に指導するのではなく、部下
が自ら気付き、意欲を高め、強みをさらに伸ばす
ことができるように、1on1の場でフィードバック
やアドバイスを提供することによって、パフォー
マンスの向上を促進することが狙いである。
　昨今、日本企業においても1on1の導入を検討

する企業が増えている。目標管理・評価制度の全
体を一気に変革することが難しくても、1on1から
始めることは可能である。自社のマネジャーに十
分なマネジメントスキルがないことを理由に、
1on1の導入に躊躇する企業もあるが、マネジメン
トスキルは実践なくして向上しない。導入に際し
てマネジャーに対する研修は必要であるが、まず
一歩を踏み出すことが重要である。
　従来の目標管理における面談は、部下本人にとっ
ても上司にとっても面倒でどちらかというと嫌な
場であった。目標設定や評価は、会社に勤めてい
る以上やらなければならない義務のように考えら
れてきた。しかし、新たなパフォーマンスマネジ
メントにおいては、それを有意義な時間と思える
体験に変えようとする試みが行われている。その
ために、人事領域においてもテクノロジー（HR
テクノロジー）が積極的に活用され始めている。

HRテクノロジーの変遷
　HR領域におけるテクノロジーの活用は給与計
算などの業務の効率化から始まった。その後、統
合的な従業員情報データベースを活用して、採用

顧客
（ニーズ／期待）

会社・チーム
（ニーズ／期待）

自分自身
（価値観／動機）

プライオリティ
（目標設定）

アクション
（強みの活用）

インパクト
（成果測定）

キャリア
アスピレーション1
（ビジョン構築）

リフレクション
（気付き）

フィードバック

1on1の対話メンバー

マネジャー

経験学習支援 キャリア開発支援

図表 3　上司と部下による 1on1 の対話

（注1）  野心・向上心
出所：筆者作成
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から目標管理、後継者計画、人材開発などの業務
の高度化のためのタレントマネジメントシステム
へと発展してきた。ウェブ技術の進歩とともに社
内でのシステム構築からクラウドサービスが主流
になってきているが、ここに来てさらに大きな変
化が起こっている。
　その一つがAI（人工知能）の活用である。AI
のHR領域への適用には大きく分けて二つの用途
がある。一つ目は人事ビッグデータの分析だ。従来、
人事担当者の長年の経験による勘に頼っていた判
断を、データ分析（ピープルアナリティクス）に
よる科学的な検証に基づいて実施しようとする企
業が増えている。この領域でもっとも有名なのが
グーグルである。同社ではHRに関するあらゆる
意思決定をデータ分析結果に基づいて実施するこ
とをポリシーとしている。パフォーマンスの高い
チームの特性、優秀なマネジャーの要件など、従
来は感覚的に捉えられていた問題を定量化する取
り組みが盛んに行われている。
　AIの二つ目の用途は、定型化しうる判断の自動
化である。いわゆるRPA（ロボティックプロセス
オートメーション）を人事関連業務にも適用する
ことによって、事務的な業務の大幅な効率化が可
能になる。RPAの活用はHR領域に限った話では
ないが、多くのソリューションベンダーが現れて
きており、今後、ますます導入が進展するであろう。

HRテクノロジーで従業員体験を刷新する
　上記のようなAIの活用は、人事部門における
業務の高度化や効率化が中心であるが、人事部門
に限定せず、従業員全員の従業員体験（エンプロ
イーエクスペリエンス）を変える上で効果を発揮
するのが、スマートフォンなどを用いたモバイル
テクノロジーである。会社以外の場においてスマー
トフォンは人々の生活の中に深く浸透し、便利で
快適な生活を送る上で不可欠のものとなっている

が、今後は企業内でも従業員がスマートフォンで
つながり、リアルタイムでさまざまなサービスを
利用できる状態が進展すると考えられる。
　GEでは新たなパフォーマンスマネジメントを
導入する際に、PD@GEと名付けられたスマート
フォンアプリを自社開発して導入した。従業員は
自分の目標や1on1からの気付きをアプリを使っ
て簡単に登録し、上司や周囲と共有することで、
リアルタイムでのフィードバックが可能な環境を
実現している。このような自社開発アプリだけで
はなく、アメリカでは多くのアプリベンダーが既
にサービス提供を開始している。
　社内にモバイルプラットフォームができること
によって、さまざまな新サービスが可能になる。
例えば、「パルスサーベイ」は多くのアメリカ企業
で一般的に用いられている。パルスサーベイとは
10問以内程度の簡単な従業員サーベイを多頻度で
行うことによって、社員のエンゲージメントなど
の変化をより短サイクルで把握するものである。
それによって、マネジャーは自分のチームのエン
ゲージメントの状態の変化を簡単に把握すること
が可能になる。それ以外にも、例えば IBMでは従
業員がスマートフォンからいつでも自身のキャリ
ア相談ができるAIツールを導入している。従業
員が自分のキャリアについて考えるために必要な
情報がリアルタイムで提供されるのである。
　今後も人々の日常生活はテクノロジーによって
大きく変化していくことが予想される。そのよう
な世の中のトレンドからかい離した従業員体験し
か提供できない企業は、近いうちに従業員から選
ばれなくなっていくに違いない。年次評価（レー
ティング）にしても、すぐには変えられないと考
えている日本企業が大半だが、それは固定観念で
あろう。企業は世の中の変化に対して、より敏感
で柔軟になる必要がある。

人　　材




