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成果主義をベースとした人事制度を考える 

 

1. 成果主義導入の現状と課題 

1990 年代後半から日本企業でも成果主義を中心とした人事制度の導入が

急速に進んだ。各種調査では現状6～8割の企業が導入していると言われる。 

導入の論拠は「年功序列は悪平等。能力のある人間のやる気をそぐ。成果

により賃金格差を広げ、年齢に関係なく、実力で賃金や職位を決めるべき」

であった。しかし、1990 年代に導入された成果主義は、バブル崩壊後の企

業業績低迷下で、成果主義を採る欧米企業とのグローバル競争に年功序列型

制度では対応できず、人件費総額を抑制する意図もあって、欧米流の制度が

自社の仕組みとの整合性もなく接木的に導入された傾向が強い。 

全社的な経営改革の一環としての人事制度の成果主義への変革、成果主義

の目的の全社員への浸透や経営トップも含めた成果主義の導入、自社に見合

った制度設計や運用方法などがなく、不十分なままに成果主義が導入された

結果、そうした制度設計や運用に起因する問題点が成果主義に固有の問題点

と批判されたり、年功序列型と比較して成果主義は日本企業に合わないと批

判されたりしている。 

成果主義の目的は本来、成果に応じて社員の評価・報酬配分を行い、社員

のモチベーションアップ、人材育成を促進し、近年特に重視されている人材

活用の強化、企業の競争力強化につなげることである。この目的が実現され

れば成果主義導入の効果は大きいと考えられるが、現時点ではその効果より

問題点を強く認識する企業が多い。最近の成果主義に関する下記の 1）、2）

のアンケート調査でも成果主義の制度や運用面での問題点や課題が指摘さ

れている。成果主義が効果をあげるための条件は何か、自社にとってどうい

う成果主義の制度や運用が適しているか、見直し・修正の時期に入っている

といえる。 

 

1） 日本能率協会の「成果主義に関するアンケート」調査 

 日本能率協会は、2004 年 11 月から 12 月にかけて全国上場・非上場企業

の部門トップ(216 社)、人事部(227 社)、従業員（7,413 人）にアンケート調

査を実施した（回収率は 16～17％）。約 82％の企業が成果主義的な人事制度

を導入しており、成果主義が非常に浸透していることがうかがえる。 

 成果主義を導入して効果が見られる企業では、ビジネスの競争力や業務効

率の向上、社員個々人の能力アップ、社員の意欲向上、組織力やチーム力の

向上が見られ、従業員の仕事と職場の満足度*が高い。ただし、成果主義を
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導入してうまく機能し、効果があがっている企業は少ない。 

 調査から成果主義の効果が現れる条件として、以下の点が挙げられている。 

  －導入後 3 年目以降に効果を感じる企業の割合が高くなるため、効果を 

上げるには運用経験の積み重ねが重要 

  －制度の違いで大きな効果差は見られず、制度設計より運用支援が重要 

  －成果主義の目的が社員に浸透し、経営トップにも成果主義が適用され 

ている企業ほど、成果主義の効果が現れている⇒全社一丸での導入 

  －「適材適所、降格人事、温情的な評価の排除、評価結果のフィードバ 

ック、年功的要素の排除」という理想と現実のギャップが大きい項目 

をできる限り理想に近づけていく、運用の徹底 

  －運用しやすいシンプルなルール作り 

 *満足度要因：給与額、評価結果の説明、昇進・昇格の公平さ、

企業理念・経営方針への共感、自分の成長への会社の支援 

 

2） 労務行政研究所の「成果主義人事制度の導入効果と問題点」調査 

 労務行政研究所は、2004 年 12 月から 2005 年 1 月にかけて東証 1 部上場

の人事・労務担当取締役（97 人）と労組委員長(122 人)の合計 219 人にアン

ケート調査を実施した（回収率：経営側 6.6％、労働側 14.1％）。成果主義は

労使共約 7 割の企業が導入と回答しており、導入比率はここでも高い。 

成果主義導入企業での職場への波及効果については、経営側は社員のやる

気、能力向上への意欲、成果に対する職場のムードが高まったとの回答が多

いのに対し、労働側は能力向上への意欲が高まったが、社員同士の競争意識

が高まり、仕事に対するゆとりが弱まったとの回答が多くなっている。（グ

ラフ 1 参照） 
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 また、成果主義が自社で機能しているかどうかに関しては、経営側は 7 割

が概ね肯定的（「どちらかといえば機能している」回答を含む）であるのに

対し、労働側では肯定は 4 割強と少ない。ただし経営側でも「機能している」

との回答に限れば 15％と少ない。能率協会調査と同様に、成果主義が明確に

効果をあげていると認める企業は少ないと言えよう。 

 自社の成果主義に関する問題点の有無では労使共 9割前後が問題点ありと

回答しており、今後の改善課題を認めている。問題点の上位 3 項目は労使共

通で、①評価/目標管理制度関連、②社員のモチベーション関連、③人材育成

/人事異動関連である。（グラフ 2 参照）大半の企業が問題視している評価/

目標管理制度関連の具体的な問題点は、管理者間の評価軸のバラツキ、低い

目標設定や短期業績への偏重、部門・職種間の目標設定・評価・賃金の整合

性などである。 

 

 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

 注 1.自社の成果主義人事制度に問題点があるとした回答者を対象にしている。単位は％  

 出所：労政時報 第 3650号、05.3.25      
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上記のアンケート結果に見られるように、成果主義の問題点を克服して導

入に成功した事例は少ないが、成功事例の 1 つとして日建設計の事例を紹介

したい。同社は国内最大の組織建築設計事務所であり、従業員は約 1,060 名、

内 960 名が専門職（技術系・事務系）というプロフェッショナル集団である。

もともと専門職であるため成果評価が受け入れやすい土壌はあったとはい

え、2004 年 4 月の本格的な成果主義人事制度の導入後、職員組合からも大

きな不満の声が上がらず制度がうまく機能している。（同社経営企画室長の

西村氏が当時成果主義の制度設計と導入実施を担当された。） 

 

2. 日建設計の成果主義人事制度の特徴と成功ポイント 

1） 危機意識・意識改革 

バブル崩壊後の建設業界の不況と競争の激化に晒されて、日建設計の業績

は継続的に低下してきていた。報酬の減少や、外注費削減による業務量増大

に起因する過剰残業などが社内の雰囲気を変え始めており、トップクラスの

技術者の大学等への転出の恐れも現実になりつつあった。役職員の中に、今

こそ生き残りを賭けて競争に打ち勝たなければならないという危機意識・意

識改革が生じ、2003 年来経営改革（組織、業務運営、人事制度）への取り

組みを始めた。成果主義人事制度の導入はその一環として実施された。 

 

2） 目的 

 第一の目的は、職員の評価と報酬とをリンクさせ、報酬に差をつけること

で奮起させ業績アップを図ることであった。第二の目的としては、成長の鈍

化でかつては多くの職員が上がれた管理職のポストがなくなり、職員のモチ

ベーション維持を図るために管理職以外のキャリアパスを設置することで

あった。 

 

3） 成果主義を導入しやすいカルチャー・職種 

専門職のプロフェッショナル集団であり、「会社は個人商店の集まり」意

識の職員が多く、個人の能力・成果を評価するカルチャーが従来からあった。 

十数年前までの同社の報酬体系は当時の多くの日本企業と同じく 55 歳ま

で基本給与が上がり続ける形態であったが、その後の数回の人事制度改訂を

経て、少なくとも 40 歳以降では年功序列的報酬体系はほとんど姿を消して

おり、家族手当や住宅手当もなく、年俸制への移行には抵抗が少なかった。 

 また面談での自己アピールのコミュニケーションは、建築設計では顧客に

対して良い設計をアピールして顧客の意思決定を誘導することが設計者の
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重要要件であるため、抵抗なく受け入れられた。 

 

4） 導入のプロセス 

 成果主義人事制度導入にあたっては、1 年近くの間に職員組合との月 1 回

ペースでの協議、職員全員への２度の説明会、管理職向け説明会を持ち、理

解と協力とを求めていった。 

また 2004 年当初には役員陣を刷新し、役員任期を 1 年に変更、報酬につ

いても成果主義を導入するなど、トップから社員まで全員で経営改革を推進

する風土の醸成に努めた。 

  

5） 成果主義による人事制度改革のポイント 

－成果主義の目標：日建設計のコアバリューは「良い設計をする」こ

とであり、そこに「利益を出す」ことが追加されて目標設定された。 

－専門職の職位の単純化：スタッフ 3、シニア 2、リーダー２の７種を

スタッフとパートナーの 2 種のみに簡素化した。現在スタッフ 360 名、

パートナー600 名である（名刺には記載していない）。 

 －年俸制と定年廃止：パートナーは成果主義に基づく年俸制とし、定

年を廃止した。60 歳以上でも能力さえあれば年齢と無関係に同じ処遇で

仕事ができる一方、60 歳前でも業績が上げられなくなった場合にはスタ

ッフへの職位変更か転職かを選ぶことになる。 

・スタッフは 35 歳までは基本は年功型で 35 歳以上になると基本

給は増えない（パートナーへの昇格のタイミングとほぼ符合する）。 

－Ｔ／Ｍ軸の年俸表：パートナーはＴ指標（テクニカル指標：専門技

術の成果を見る）とＭ指標（マネジメント指標：業務遂行の成果を見る）

の 2 軸で評価される。両指標のマトリクスからなる年俸表があり、Ｓ、

Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの６段階評価結果により年俸表上を移動すること

で翌年の年俸が決まる。パートナーの同一年齢での年俸格差は約 1.7 倍と

以前より大きくなり、今後さらに拡大する傾向を持つ。（グラフ 3 参照） 

 －管理職の可逆性：管理職になっても職位は変わらず、パートナーの

ままである。管理職を降りれば再び安心して専門職に戻れるように管理

職人事を可逆的にした。管理職の報酬差をＴ指標、M 指標から独立した

管理職加算分（年俸の数％）のみとすることで、技能に秀でた非管理職

が管理職より年俸が高いケースもありうることとした。 

    

6） 運用のポイント 

 －制度の公表：人事制度は、すべての職種・職位について、評価の視
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点や評価シート、年俸表など細部にわたるまで全職員にオープンにした。 

 －コミュニケーションの円滑さ：組織がフラット｛部門長（＝役員）

→室長（パートナー）→一般職員（パートナーとスタッフ）の３段階｝

なのと、室長が掌握すべき部下の数が平均 5 名（2～15 名程度に分布）

であるため、日常的なコミュニケーションを持ちやすい。大きな部署で

はそれでもコミュニケーションが大変だとの声もある。 

－評価の仕組みの透明性・公平性・納得性：室長の評価は、成果＝目

標達成度のみから機械的に導かれるものではなく、日頃の能力・性格や

行動観察、面談時の自己アピールの内容、関係評価者のコメントを加味

して総合的に決定する。さらに公平性、透明性を向上させるために、部

門代表及び同部門の室長全員が出席する部門評価会議で議論し最終評価

とする。そのため、室長は最終評価結果に納得して部下への説明やコミ

ュニケーションに臨める。 

・ Ｔ・Ｍ指標の項目評価はパートナー個人の目標管理や上司とのコ

ミュニケーションツールとして利用し、評価結果に納得するまで

コミュニケーションを行う。 

－多面評価制度の導入：室長の管理職業務の実施と室運営状況につい

て部下が評価して、評価シートが直接部門代表に提出される。 

 

7） 導入後の社員の満足度 

－組合のアンケート調査（組合員約 900 名中 247 名が回答）：77％が

評価結果に納得している。成果主義を全面的に導入したパートナーでも

「評価結果に納得した 67％」、「納得のいくフィードバックコミュニケー

ションであった 59％」と、比較的満足度が高い。 

－不満の声：管理職から評価がしにくかったという感想が聞かれたこ

とと、組合を通じて中間的な評価を受けた層からわずかな給与格差への

不満が聞かれた程度であった。こうした満足度の高さは社員が暗黙で認

識している評価と実際の評価がほぼ一致していたことと、以前より評価

のプロセスが透明になった結果だと推測する。また上記の不満意見を参

考に、既に制度の改訂が行われた。 

－多面評価シート：提出率は 40％を超え、管理職を評価する部門代表

にとってその意見は非常に役立ったと評判が良かった。被評価者にとっ

ても逆評価の声を伝えることができ、評価の透明性、公平性、納得性に

つながり、社員の満足度を高めたと考えられる。 

 

8） 今後の課題 
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－管理職の評価スキルの低さ：組合からの一番大きな不満であった。

コミュニケーションがうまくできない、部下に明確な将来像を与えられ

ない、日常的なアドバイスができていないなど、コミュニケーションの

基本的研鑽が不足している管理職が多いことが判明した。組合員アンケ

ート調査でも、パートナーの「フィードバックにより自分のモチベーシ

ョンが高められた」との回答は 33％と他に比較して低かった。管理職研

修（コーチンｸﾞ等）の充実を組合と約束した。 

－コミュニケーション：室長が日頃から部下と腹を割ったコミュニケ

ーションを行っていれば成果主義は問題なく機能するとの印象が強い。

目標設定をできる限り具体的に、また、3 年後、5 年後の将来像を明確に

持てるような動機付けのコミュニケーションが重要である。逆に、コミ

ュニケーションが取れていない部署ではどんな人事制度でもうまく機能

しないと実感する。 

 

3. 成果主義人事制度を機能させるために 

各種のアンケート調査等では成果主義の問題点や社員の不満の多くが「適正

な評価ができていない」と評価の仕組みの問題に集約されている。 

－目標達成度、特に短期の結果主体の評価に対して社員の不満が高い 

－プロセス評価を入れた場合でもプロセスを評価する基準に客観性が

欠け、納得しがたいと感じている 

  －評価者の能力にバラツキがある 

－部下が上司の評価に対して異議・申し出をしにくい組織風土、等 

成果主義を見直す企業も評価の仕組みの見直しが多い。過去の成果に基づく

評価では長期的に事業を育てる風土や将来への人材投資が手薄になる恐れがあ

る、また、チームワークの悪化や士気の低下、評価項目が多すぎて評価作業に

時間がかかりすぎるなどの問題が挙げられている。成果評価を短期の結果主体

でなくプロセスやコンピタンシー等を加味したり、会社のコアバリューの方向

性に沿って長期的視点で評価するなど、会社の競争力強化に向けて社員を育成

していく考え方が主流になってきている。 

成果主義が進むべき今後の方向性はアンケート調査結果をもとに日本能率協

会でも研究報告（2005.3）が行われており、以下が重要点として抽出される。 

－経営者がビジョン、コアバリュー（長期にわたって発揮してほしい能

力）、成果主義の目標を示し、経営改革運動の一環として行う。 

－コアバリューを明確にすることにより、トップから従業員まで一貫し

た目標設定を行う。それにより評価基準が明確になる。 

－成果だけではなくプロセスやコンピタンシー、会社が求める能力を評
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価項目に入れて、評価の結果を適材適所、相応しいポジションにつける

等にも反映する。誰から評価を受けるかで、評価の納得性が高まる。 

－仲良しクラブではなく、個人が成果を出してチームでシナジーを発揮

することを目指す。 

－上司と部下の信頼感を醸成し、コミュニケーションを円滑化する。 

－管理職はコアバリューの体現者であり、業績向上と部下育成の両面で

負荷がかかる。管理職のスキルアップの施策を充実する。 

－社員の成長を会社が支援する姿勢を打ち出す。不足している能力、ス

キル、知識を知らせ、それを獲得するためのシステム・仕組みを作る。 

 

日建設計の事例でも成功要因は下表のように整理されるが、大半は上記で指

摘された項目とほぼ合致しており、他の一般企業でも参考にすべき普遍的な仕

組みや工夫といえる。 

－①危機意識・意識改革を共有して経営改革の一環として全社一丸で成 

果主義を導入 

－②会社のコアバリューを明確にして、それと合致した成果主義の目

標・評価基準の設定 

－③透明性・公平性・納得性を高める仕組みや工夫：制度内容をオープ

ンに。評価は 2 軸以外の客観評価が困難な項目も含めて判断する。評価

プロセスをできる限り透明に。多面評価シートや評価スキルアップ研修。

日頃のコミュニケーションを良くする 

 

①危機意識・意識改革 全社的経営改革の一環として全社一丸で成果主義を導入した 

②会社のコアバリューと

合致した成果主義の目

標・評価基準の設定 

競争力強化のための自社のコアバリュー（良い設計をする、

利益を出す）をまず明確にし、コアバリューと成果主義の目

標（専門スキルおよび業務遂行力の向上）を合致させて、そ

れに基づいてＴ／Ｍ指標の 2 軸の評価基準を作成した。 

③透明性・公平性をでき

る限り保ち、コミュニケ

ーションを円滑にして納

得性を高める評価の仕組

み 

－年俸表等の制度詳細を全職員にオープンにした 

－室長評価はＴ／Ｍ指標の成果評価を参考にしつつ、行動観

察や自己アピール内容、関係評価者のコメント等で総合的

に決定する（客観評価が困難な項目は総合的に判断） 

－室長が部門評価会議に参加して最終評価に納得した上で、

部下へのフィードバックを実施するため、評価理由の説明

と今後の成長・モチベーションアップにつながるコミュニ

ケーションが行える 

－多面評価シートにより、評価の透明性・公平性を高める 
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－組織がフラット・シンプルで部下数も多すぎず、室長が部

下と日頃から腹を割ったコミュニケーションをしやすい 

－評価スキルの低さを管理職研修の充実により改善していく 

 

 ただ、日建設計の場合は規模が小さいため、室長が部下の行動を日頃から把握

したりコミュニケーションをとりやすい、2 軸以外の客観評価が困難な項目も含

めた総合評価がしやすい、最終評価プロセスまで室長が参加できるなどの評価

の公平性・透明性・納得性を高めやすい点はあった。また、大半が設計のプロ

フェッショナル職のため、要求スキルを定義しやすく成果（プロセスを含めて）

を測定・評価しやすい組織の利点もあった。他方、事務職は一般にマイナス評

価（できて当たり前 0 点、ミスは減点）になりがちで成果評価しにくい業務で

あるが、良い仕事を積極的に評価するスタンスで対応したため、評価のバラツ

キは小さかったが、特に大きな問題なく導入されている。 

成果主義人事制度を機能させるためには、日建設計が競争力強化の観点で一

貫して自社に適した制度・運用を作り上げていったように、人事制度の範囲内

で考えるだけではなく、自社の競争力強化を考える全社的な視点から成果主義

人事制度の仕組みを考案していくことが不可欠である。自社のコアバリューの

競争力を強化するために、どのような人材の活性化・育成が必要か。そのため

にはどういう基準・具体的項目で評価を行うことが望ましいか。評価の透明性・

公平性・納得性をどういう仕組みや工夫で高めていくか。部署内で日頃からど

のように信頼感・コミュニケーションを強化していくか。評価者の評価・フィ

ードバックスキルをどう磨いていくか。こうした課題を自分たちで考え、仕組

みを工夫していくことが自社にとっての成果主義の最適解を導くことになる。

その思考プロセスに日建設計の思考枠組みや仕組みの工夫例が役立つことを期

待する。 
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