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るよう助けるために、自己ならび

の経営単位が彼らの目標を達成す

るのは、これらの目標である。他

出さねばならないかを明らかにす

摘する。例えば「売上高 億円達

ことが不可欠だとドラッカーは指

をするのかを組織全体が認識する

にし、具体的に何を目指して仕事

営や業績に貢献できるかを明らか

関係するテーマを持ってもらうこ

スではなく、中長期的な業績にも

は、目標達成に至る単純なプロセ

い。だから我々が指導を行うとき

業績向上に寄与しなければならな

氏

業績向上や人材育成を目的に目

に自己の率いる単位がどのような
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標管理をしているのに、なかなか
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中長期的な目標設定を
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経て現職。組織人事体制改革、人材マネ
ジメント、人材育成戦略、評価・報酬運用
に関するコンサルティングの実績多数。

下は現場の職長や事務係主任に至

の意味について、
「上は社長から

ドラッカーは目標を立てること

味はないということだ。

どをそのまま目標にしたのでは意

いのは、単に経営計画上の数値な

まず認識しておかなければならな

結果が出ないという企業が多い。

営』
）と述べている。

れなければならない」
（
『現代の経

クおよびチーム成果に重点が置か

れば最初の出発点からチームワー

もこれらの目標である。言い換え

を期待しうるかを明らかにするの

位が、他の単位からいかなる貢献

のも、また、自己および自己の単

貢献をなすべきかを明らかにする

の両方が設定されて初めて機能す

ためのプロセス系に大別され、そ

される成果系と、それを達成する

方向性であり、財務的な指標で示

目標とは具体的な課題や仕事の

らない。

ちにし、組織で共有しなければな

ための方法を具体的に見えるかた

成」といったミッションは、その

ては、営業なら顧客訪問件数、顧

方のプロセス系の量的な指標とし

率）
、労働分配率などがある。一

は営業利益率、ＲＯＩ（投資利益

標や営業利益など、質的な指標に

量的な指標と質的な指標がある。

目標の達成度を測る物差しには、

経営単位がどのような成果を生み

とが必要である。各人の受け持つ

はっきり定義された目標を持つこ

い、個人やチームがどうすれば経

れた目標」だ。目標の定量化を行

キーワードは「はっきり定義さ

今期の業績ではなく、中長期的な

のなかに設定されるもので、単に

る。戦略目標はプロセス系の目標

なものが考えられる。質的な指標

ードタイムの短縮率等、さまざま

客満足度、提案企画件数、開発リ

成果系の量的な指標には売上高指

とを重視している。

るまで、経営担当者はそれぞれの
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指標を明確にするとよい。

はっきりしないときは、これらの

目標は立てたが達成のイメージが

率の削減プラン立案などがあり、

修体系の整備、製造工程での不良

には、開発スケジュールや教育研

めないので、これは各社の状況に

がしっかり取り組むという面も否

ナスと連動しているからこそ社員

べきだが、その達成が給料やボー

ら目標管理と報酬査定は切り離す

ーション維持が難しい。であるな

うにない場合は残る期間のモチベ

ならない。

テーマを絞り込むことも忘れては

で行われているが、各自の戦略的

標管理シートの作成は多くの企業

画」からなる。課題の見極めや目

成された状態に向けての行動計

化（目標管理シートの作成）
」
「達

「課題がクリアされた状態の明確

点を持つことが不可欠だ。部門戦

割要件」
「育成課題」の３つの視

質を高めるには、
「部門戦略」
「役

ることもない。代理店セールスの

がらないし、営業体質が改善され

目標を立てても動機づけにはつな

単に「売上高１億円」という戦略

トセールスを行う営業担当者が、

抽象的なミッションを具体的に
応じて判断するしかない。

くい」とこぼすが、個人のミッシ

事務的なワーカーの目標は立てに

ント部門や人事・スタッフ部門、

だ。経営者の多くが、
「マネジメ

共有することが、目標管理の本質

目標管理においては、その辺りを

予定を動機にしながら仕事をする。

は難しい。人は今日や明日の行動

材のモチベーションを維持するの

年や１年ごとに行うだけでは、人

ただし、目標の達成度評価を半

ているのかを整理する。

ぐり具体的にどういう問題が生じ

いては、まず目標管理の運用をめ

が必要だ。目標設定チャートにお

トの作成と、ビジネスモデル分析

そのためには、目標設定チャー

ろう。

強化する」などがテーマとなるだ

りやすく、
「代理店の訪問活動を

ックアップする。これは比較的や

課題から各自に関連する事項をピ

略では、営業部門の重点的な戦略

見えるかたちにし、それを組織で

ョンを明らかにして意欲を高め、

下がるという最近の研究報告があ

せると、トータルとしてやる気が

だったが、仕事と報酬をリンクさ

報酬査定に結びつけるのが一般的

題である。これまでは目標管理を

結びつけるかどうかは、難しい問

目標の達成度評価を人事評価に

いうことは決してないはずだ。

やすく、間接部門で立てにくいと

考えれば、営業部門で目標が立て

ークを強化するのが目標管理だと

用した目標マネジメントである。

軽に相談できるメンター制度を活

し、日ごろからどんなことでも気

たる存在（メンター）を対話者と

するのは後者で、その人の師に当

極める方法だ。私どもが主に推奨

士のすり合わせを通じて問題を見

話型は、目標管理に関与する人同

ングによって行われる。一方の対

ツリーを分析するロジカルシンキ

などで採り入れられる、ロジック

理的アプローチは、最近よく研修

プローチの２つの方法がある。論

は、論理的アプローチと対話的ア

目標管理の仕組みを整備するに

ネスモデルの検討も必要。例えば

戦略課題の絞り込みには、ビジ

ないのだ。

にならなければ目標管理とは呼べ

ことで、業績がプラスに動く状態

仕組みが現場で実際に活用される

ばいいというものではなく、その

部下の面談が頻繁になったりすれ

まい込まれなくなったり、上司と

しない。単に目標シートが机にし

理は業績向上の仕組みとして機能

という問題だ。その場合、目標管

現場マネジメントが乖離している

必要性が浸透しておらず、制度と

ないため、現場部門に目標管理の

からの説明がしっかりなされてい

キルを養うために目標を定め、達

ジネスモデルを担うのに必要なス

育成課題は若手社員向けで、ビ

などが具体的な課題になるだろう。

動計画立案の質をいかに高めるか

くるか、重点営業先への個別の活

別営業戦略のシナリオをいかにつ

い。営業部門の中堅層なら、顧客

期の各自のテーマを設定するとよ

その場合は、それに照らしてその

割要件と定義している会社も多い。

別に担うべき職責を人事制度で役

割を設定するやり方だ。グレード

級制度で、人材のグレード別の役

は職能資格制度とは異なる役割等

遇の基盤にしている。一般的なの

大半の会社は社内の等級制度を処

役割要件とは人事制度のことで、

よく勘案することが重要だ。

る。例えば営業で年間売上ノルマ

これについては詳しく後述する。

代理店を活用したメーカーのルー

よく見受けられるのは、人事部

成果責任を明確にしつつチームワ

の目標がある場合、年半ばで目標

目標の設定は、
「課題の見極め」

現場で活用される
目標管理の仕組みを

達成の可否が分かり、達成できそ
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成度評価をする。顧客から多数の
問い合わせは受けるが実際の成約
にあまり結びつかない場合は、提
案スキルを高めたりすることが重

ならない。それまで週１回のミー

マンとの対話も促進されなければ

また、営業活動後の個々の営業

が適切だ。気軽に相談できるし、

と先輩くらいの社員を設定するの

は、直属の上司ではない、ちょっ

対話の相手となるサポート役に

人材育成を促す
目標管理メンター制度

ティングしか行われていなければ、

るわけではないので、高い頻度で

目標管理を人材育成に結びつけ

返りの時間を毎日設け、現場に出

話し合いの機会が持てるからだ。

管理職ほど管理業務に追われてい

トを通じて行動を変革する習慣を

ている営業マンから、顧客別営業

対話者と日常的に密なコミュニ

短時間でもいいから各人との振り

百貨店の商品部門の目標管理の
生み出せるかどうかにある。目標

戦略のアイデアが提案される状況

ケーションが取れる環境ができれ

るためのポイントは、マネジメン

事例を紹介すると、その店では商
管理制度を設けて期末に達成度評

を生み出さなければならない。

点目標になるはずだ。

品力の強化を図るべく、
「競合と
価をするだけでは、人材の成長を

目標管理の推進役とする会社も増

の競争が激化する環境下において

っていたか」
「既存の代理店営業

えてきた。同じ分野の仕事のキャ

ば、目標に取り込まれていない課

そこで、対話者（メンター）を

に依拠してルートセールスをして

リアを持つメンターなら、専門性

そこでは、マネージャー自身の

設置して社員が随時現在の状況や

きたが、それをさらに発展させる

や問題意識を共有しているので、

サポートする仕組みを用意したこ

プロセス系の指標と、その結果と

悩みを相談できる体制を構築する

工夫を懸命に考えたか」といった

ざっくばらんに悩みを打ち明ける

他店との差異化を図る商品構成を

して利益率を ～ ％に高めると

ことが望まれる。例えば営業部門

振り返りが、自分や部署全体の成

ことが期待できる。

題などを発見し、それを改善行動

大切なのは、成果系指標とプロ

のマネージャーが営業ルートの改

長のポイントになる。現状を改善

大手電子部品メーカーの製造拠

それまでの取り組みに対する反省

セス系指標を組み合わせることで

革を迫られながら、現場の部下が

するには、上司がメンターとの面

点で、製造部門の機械のメンテナ

とにはならない。現場のマネージ

ある。さらに重要なのは、状況に

なかなか動いてくれないために具

談をするだけでは不十分で、個々

ンスをする保守要員にメンターを

推進する」との目標を立てた。そ

応じた目標管理のメンテナンスを

体策が見つからず、従来のルート

のスタッフにもメンターをつけ、

つけて目標管理をサポートしても

に移すことも容易になる。最近は

行うことだ。この事例では交渉し

セールスを続けるしかない状況に

日々の業務で問題や課題が生じた

らったところ、半年後、
「スケジ

も重要だ。
「マネージャーとして

ていたテナントが倒産してしまっ

あったとする。そのマネージャー

ら、いつでも対話による振り返り

ュールを手帳に書き込むようにな

ャーに管理を任せているだけでは、

たので、単にアクションプランを

に成長を促すには、販売店の要望

が行われなければならない。その

ってから、毎日の行動予定をしっ

のために高い売上が見込める５社

見直すだけではなく、指標そのも

を再度聞き出す、他の支店の営業

狙いは、そのことを通じて社員が

かり管理できるようになり、周り

メンター制度を採り入れ、それを

のも変更している。

チームのやり方を参考にするとい

思考のスタンスを変革する習慣を

のメンバーとの調整がスムーズに

スタッフとの意思疎通を十分に図

経営の実情をその都度捉え、年

った具体的なアクションを起こさ

身につけさせることにある。

人材の成長は見込めないのだ。

間を通じて「生きた目標」を管理

せることが必要だ。

を新規開拓して売場に出店させる

することが大切である。
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日々の小さな変化を促す

いう成果系の指標を設定。
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なった」
「目標として設定した課
ケーションを取るようになったこ

たちと引き継ぎの時間にコミュニ

人件費そのものだけではなく、要

の適正化というテーマにおいては、

他の事業部門のメンティー（支援

と仕事の感覚がまったく違うので、

目標管理の仕組みづくりを
題に取り組み続けることで継続性

どんな研修を受けても、前日ま

共有しなければいけないと感じ

を受ける人）の生の声が聞けて参

ーの経験を聞き、問題を１つずつ
でと同じことをしていたのでは、

前述した営業事例のように、ビ

た」といった声が寄せられている。

員の配置をより効率的にするとい

解決すればピンチをチャンスに変
進歩は得られない。この事例では、

ジネスモデルから抽出した問題を

経営環境が目まぐるしく変化す

とで、メンテナンスのノウハウを

えられると思えるようになった」
それまで感覚に基づいて行動して

改善することも、戦略課題として

る現代の組織では、コミュニケー

が身についた」
「自分は困難に直

「課題解決がうまく進まない背景

いた人たちが能動的にスケジュー

設定できる。仮に採用業務のレベ

ションの複雑化やメンタルヘルス

考になった」
「今後はメンター制

に製造部門とのコミュニケーショ

ル管理をするようになり、他のメ

ルアップという課題を設定した場

などが深刻な問題となっている。

った視点もある。もちろん人事制

ン不足という問題があったが、１

ンバーと段取りを図るまでになっ

合、具体的にどのような指標で達

その問題に対応しなければならな

共有する大切さにも気づいた。

日のスケジュールを立てるように

た。小さく変化できる人には、そ

成度を測るべきだろうか。単純な

いリーダーに求められる能力とは、

面するとすぐに諦めるが、メンタ

なって時間のゆとりができ、他の

の積み重ねによって将来大きく変

のは応募者数だが、質的な指標と

メンバーへの対話を通じて育成テ

度の成果を生かしてメンティーと

人との協力関係が充実した」とい

化できる可能性がある。いくら大

しては、採用コストや新卒採用要

ーマを引き出すサポート力だ。

度の検討や、人事業務の効率アッ

った声が上がっている。

きな目標を掲げても、日々の変化

員の充足率など、多面的な指標を

同じように自分の部下とも悩みを

ちょっとしたことにしか思えな

ができない人には成長はない。

の内省があったか否か。これが成

あったことが述べられており、そ

いではなく、原因が自身のなかに

だ。うまくいかないのは他人のせ

ることだ。１人ひとりの教育も大

とっての成果とは人材を成長させ

どうすべきだろうか。人事部門に

フ部門が戦略性を向上させるには

では、人事部門のようなスタッ

理職層の人材育成に向けてメンタ

当社には、情報サービス業の管

である。

置して目標管理をすることは有効

んスタッフ部門でも、対話者を設

目標管理の本来の趣旨だ。もちろ

身が考えて目標を立案するのが、

いずれにしても、採用担当者自

わせて自己を高め続ける姿勢も、

ちろん自分自身を知り、環境に合

発信する提案力も欠かせない。も

識を有効な経営提言としてまとめ、

だろう。さらには業務上の問題認

討して絞り込む能力も求められる

そこでは目標や戦略的テーマを検

つ的確に対応する力も必要である。

組織力を活用してスピーディーか

同時に、職務上生じる諸問題に、

長の鍵を握ることになる。

切だが、組織全体の体質を強化さ

ー制度を導入を指導した事例があ

現代のリーダーに強く求められて

設定することが考えられる。

プなども課題となろう。

いかもしれないが、若手のメンテ
ナンス要員にとって、これらは大

自身への振り返りを行えば、視

せるマネジメントが行われること

り、事業部長や準役員クラスの人

いるのである。

きな変化である。注目すべきは、

野も広がる。彼らはそれまで目の

はもっと重要だ。業績に関わる労

たちが、
「ビジネスモデルが違う

スタッフや経営層も
効果を発揮する

前の機械しか見ていなかったが、

働生産性向上も課題だし、人件費

自分自身への振り返りがあること

３交代制の同じチームのメンバー

May. 2015

41 ｜先見経済

