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業績につながる評価制度

動機付け

としたらどんな問題が起きるので
しょうか？
当社がご用意して人事評価制度
を導入しようとする際には︑経営
者や作成に関わる方にはまず最初
に︑このようなディスカッション
を行っていただきます︒ロールプ
レイとして﹁必要派﹂と﹁不必要派﹂
に分かれて︑それぞれ主張してい
ただきます︒そのディスカッショ
ンの過程を経て︑人事評価制度の
必要性が整理されていきます︒
もし評価制度が無かったとした
ら︑
﹁処遇﹂や﹁
︵不︶公平感﹂といっ
た話だけではなく︑
・
﹁社員が︑どんな使命や役割を担
えばいいのかわからない﹂
・
﹁会社や組織の目標が不明確とな
り達成できなくなる﹂
・
﹁評価が無いと︑行動のモチベー
ションが上がらない﹂
といった事態が起こり得ます︒

人材育成

適正な処遇

第１回 ﹁何のために評価制度が必要？﹂
店舗数が複数になり︑ある程度
割ぐらいを占めるでしょうか︒
組織ができあがってくると︑必要
けっこう多数を占めています︒
になるのが﹁人事評価制度﹂です︒ おっしゃる通り︑これはもっとも
当社でも︑社員数が３０人以上と
であり︑その心情はとてもよく理
なり ︑店舗数が ３ 店 舗 ぐ ら い に
解できます︒このような回答をい
なった企業から︑
﹁そろそろ人事評
ただいた場合には︑次のような質
価制度を考えているのですが⁝﹂ 問をするようにしています︒
という相談をいただきます︒その
﹁それで︑会社の業績は良くなる
ような相談をいただいたときにま
のですか？﹂
ず最初にお聞きすることがありま
▼そもそも評価制度は必要か？
す︒それは︑
﹁なぜ人事評価制度を
人事評価制度を導入したけれど
入れようと思ったのですか？﹂と
うまく機能しない︑手間ばかりか
いう質問です︒すると︑返ってくる
かって逆にやる気がなくなってい
る︑という話をよく聞きます︒多く
回答の多くは︑次のようなものと
なっています︒
が︑前述の回答をした企業のよう
・
﹁そろそろうちもかなと思って﹂
に︑人事評価制度を導入する﹁目
的﹂を明確に意識できていないた
・﹁知り合いの企業も導入したか
ら﹂
めです︒また︑
﹁目的﹂は
実際︑このように︑あまり具体的
ある程度はっきりしてい
るのですが︑その目的を
な必要性を感じていないのに依頼
される企業が多いのです︒
﹁公平感﹂
︑﹁納得感﹂
︑﹁処遇
もう少し踏み込んで考えておら
決定のため﹂
と考えている
企業でも︑
うまくいかない
れる企業からよく聞かれる回答に
は︑次のようなものがあります︒
場合が多くなっています︒
・
﹁不公平だと言われないようにし
ここで少し考えてみま
しょう︒
たい﹂
・
﹁働く人が納得できる評価をした
・そもそも︑人事評価制度
い﹂
は本当に必要なものなの
でしょうか？
・
﹁がんばっている人には給与を上
げたい︑ダメな人は下げたい﹂
・もし ︑人 事 評 価 制 度 が
以上のような回答が大体７〜８
まったくない会社・組織だ

組織目標の達成
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人事評価制度は︑
﹁周りがやって
いるから﹂
︑
﹁規模的にそろそろだ
から﹂といった動機からだけでは
十分なものとはなりません︒導入
のスタート時にしっかりした目的
を意識してはじめて︑企業にとっ
て本当に必要な制度を設計できる
ようになるのです︒

▼﹁業績﹂に貢献する制度づく
り

一般に︑人事評価制度の目的は
次の４つであるといわれています︒
①適正な処遇︑②人材育成︑③動
機付け︑④組織目標の達成です︒そ
れぞれを簡単に解説します︒
①適正な処遇
一番イメージしやすい目的です︒
社員の成果・能力を明確にし︑そ
れに応じた給与・賞与などの処遇
を決定します︒
②人材育成
社員に﹁会社が求める能力﹂と︑
﹁現在発揮している能力﹂との差を
明確に伝え︑
﹁会社が求める能力﹂
に応えられるよう成長を促します︒
③動機付け
社員の行動をしっかりと見てい
ることを伝え︑やりがいを感じさ
せます︒自身の成長を実感させ︑向
上する意欲を涵養します︒
④組織目標の達成
個人の行動の集積が組織の成果
となります︒個人の能力・行動に
導線を付けることにより︑組織目
標の達成を目指します︒
︻次ページにつづく︼
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︻前ページよりつづく︼
これらの４つ目的は︑一つひと
つ独立したものではなく︑それぞ
れが相互に関連し合っています︒
﹁組織目標の達成﹂のために︑それ
を遂行できる﹁人材の育成﹂が必要
となり︑
﹁適正な処遇﹂により﹁動
機付け﹂がなされ︑
﹁動機付け﹂の
結果として﹁組織目標の達成﹂が成
されます︒
人事評価制度は︑個別の目的を
達成させつつも︑最終的には﹁組織
目標の達成﹂を目指しています︒た
だし︑
﹁組織目標の達成﹂だけを声
高に掲げても︑実際に行動し成果
を生み出す社員にとっては︑身近
に感じ取りにくく︑どのように振
る舞えばいいのか︑いまいち伝わ
りません︒そのためまずは︑その少
し前の段階であるほかの３つの目
的を掲げる方が︑より具体的な人
事評価制度となるのです︒

▼どの目的を重視すべきか？
人事評価制度とは︑最終的には
業績に直結する﹁組織目標の達成﹂
を目的としているということは︑
ぜひ押さえておきましょう︒
ではその次には︑どの目的を重
要視べきでしょうか︒私たちは︑
﹁人材育成﹂という観点をお勧めし
ます︒
﹁適正な処遇﹂や﹁動機付け﹂
の観点からは︑どのような条件を
提示したとしても︑社員が長期的
に満足する処遇を提示できること
はできないからです︒
また﹁動機付け﹂に関しては︑評

価以外の要素に大きく左右されま
す︒
﹁動機付け﹂を重要な目的とす
るのでしたら︑研修やマネジメン
トに力を入れるべきでしょう︒
人事評価制度がもっとも効果を
発揮できるのが﹁人材育成﹂なので
す︒制度により︑
﹁会社が求める能
力﹂を明確に定め︑それが﹁できて
いる／できていない﹂をはっきり
させます︒そしてできていたら良
い評価をし︑まだできていなけれ
ば︑この次はできているように教
育・訓練を行います︒これを明確
に︑客観的に示すことができると
いうことが︑評価制度の一番得意
なことなのです︒
次回以降で︑人事評価制度の運
用と︑できるだけシンプルな設計
の仕方を解説します︒
︻プロフィール︼
・日本行動分析学会︵Ｊ︲ＡＢＡ︶
会員
・パートナーズリンクチーフコン
サルタント
ホテル勤務と大手人材派遣会社
人事部を経て現職︒
専門は人事評価制度︑組織活性
化︒人間 の行 動を 科 学 的な アプ
ローチから捉える行動科学を応用
し︑より現実的な企業の業績向上
への仕組み作りを行う︒シンプル
かつ運用しやすい︑業績に直結す
る制度を得意とし︑今までにクレ
ド導入や評価制度の構築など数々
の実績を残している︒
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