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このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp

〒160-0005東京都新宿区愛住町２２ 岡田ビル１Ｆ
tel : 03-3356-6551 fax : 03-3356-6563

株式会社マネジメントアドバイスセンター
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人事考課の技術 概要 

目的 

 管理者の役割である人事考課の重要性を認識する。 

 客観的考課のための諸技術を身につける。 

 事例研究を通じて、考課で陥りやすい自己の問題点などを自覚する。 

対象 

課長、新任課長、同等職位の方 

所要時間 

３時間 

教材 

 シート① 人事考課の基本的考え方 

 シート② 人事考課の仕組みと運用 

 シート③ 考課者の基本的心構え 

 シート④ 考課要素と着眼点を正しく理解する 

 シート⑤ 考課尺度（評語）を正しく理解する 

 シート⑥ 評定誤差を少なくする技術 

 ワークシート① 事例研究の進め方 

 ワークシート② 人事考課演習（葉山君のケース） 

 ワークシート③ 人事考課表（事例研究演習用） 
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時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

人事考課の基本的考え方 １０分 

人事考課の仕組みと運用 ３０分 

基本的心構え ５分 

考課要素と着眼点の理解を ５分 

考課尺度を正しく認識する ５分 

評定誤差を少なくする技術 ２０分 

事例研究の進め方 ５分 

個人研究 １５分 

グループ研究 ３５分 

発表とコメント ４０分 

まとめ ５分 

合計 １８０分 



研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さい
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研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

 

主題の板書 

 この会合では、管理者（課長）にとって重要な人事考課

の基本的考え方と技術について学ぶ。 

 人事考課は制度に基づいて実施するものであるから、ま

ず自社の方式と基準を理解した上で実施する必要がある

が、この研修は管理者研修の会合であるので、基本的な

考え方と技術に絞って進めたい。 

 言うまでもなく人事考課は部下を持つ管理者にとって重

要な職責である。 

 あなた自身だけでなく、会社にとっても部下にとっても

大切である。 

 したがって管理者はその職責上、客観的で妥当性のある

評価を心がけなければならない。 

 この会合では 

（１）人事考課の考え方と仕組みを理解する。 

（２）客観的考課を行うための技術を身につける。 

ことを目的で実施する。 

人事考課の基

本的考え方 

（１０分） 

シート①  なぜ人事考課が重要なのであろうか。時代の節々にその

重要性が叫ばれてきたが、マネジメントの体制が年功主

義から能力主義、成果主義に移行するにつれて、その重

要性が日増しに高まっている。 

 人事考課は人事諸制度の基幹をなすものである。 

 なぜなら人事考課なくして、賃金制度や昇進昇格制度や

ローテーション制度など全ての人事制度が運用できない

からである。 



 

4 

 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

 また、人事考課は様々な人事情報を提供する役割もある。 

 特に目標による管理を導入している企業では成果や貢献

度を客観的に評価に結びつけなければならないので、さ

らに人事考課制度の運用が重要になっている。 

 また部下にとっても一番の関心ごとであるし、評価がそ

の人の将来に影響していくものであるので、慎重に評価

していかなければならない。 

 ではまず最初に人事考課の定義をしておこう。 

 人事考課とは「組織における人的資源の拡大と活用のた

めに、組織が定めた方式と基準に基づき、職場の管理者

が、管理機能の一環として、所属メンバー（部下）の職

務上の行動もしくは成果を評価すること」をいう。 

 ここでの重要なポイントは「組織が定めた方式と基準」

に基づいて実施することと「管理職能」の一環として行

うことである。さらに職務上の「行動と成果」を評価す

るということも重要なポイントになる。 

 人事考課は人的資源の拡大と活用のために行うものであ

るが、具体的には次の目的で実施する。 

 その第１が人材育成、能力開発である。育成型人事考課

が今の主流である。 

 人事考課により、メンバー一人一人の長所を引き出すと

共に改善点、啓発点を明らかにし、それによってそれぞ

れの能力の開発を図っていく。 

 第２の目的は公正な成果の配分である。組織や社会に対

する貢献度に応じた適正な処遇を行うことにある。 

 組織に貢献した人がその貢献の度合いに応じて配分を受

けるのは当然のことである。 

 人材育成と公正な成果の配分と処遇は人事考課における

２大目的といってよいであろう。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 最後の目的は人事考課の結果をもとに、適材適所の配置

を行うということがある。 

 ある一定期間の考課の結果により、その職場に向いてい

なければ、ローテーションをして、他の職場でその人を

生かしていくことは大変重要である。 

 また、この人事考課を制度として実施することにより、

副次的効果も生まれてくる。 

 その１つに組織メンバーがやる気を持って仕事に立ち向

かうようになるという考課が生まれる。 

 また妥当な考課により公正な成果の配分、処遇を受ける

ことにより、さらに高度な仕事への挑戦意欲を生み出す

こともできる。 

 また人事考課制度を実施することにより社員全体の共有

すべき価値観、価値基準を統一することもできる。 

 わかりやすく言えば、組織メンバーを組織が期待する方

向に向かって同じように動く効果が生まれるということ

である。 

人事考課の仕

組みと運用 

（３０分） 

シート②

の１ 

 

 

 

 

 

シート②

の２ 

 

 では考課の客観性、妥当性を上げるにはどのようにした

ら良いであろうか。 

 そのためには管理者は人事考課の方式と基準をまず理解

しなければならない。 

 こういった人事考課の技術の習得を管理者研修の中で行

われるのは、基本を学んでいただくと共に、運用面から

も客観性を高めていただくためでもある。 

 人事考課の方式と基準について説明しよう。 

 方式と基準を統一して定めたものが人事制度運用の規程

であり、マニュアルである。したがって管理者はまず自

社のマニュアルをよく読まなければならない。 

 人事考課の規程により、管理者は部下を考課する権限を
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

シート②

の３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与えられる。 

 では人事考課はどのような仕組み（方式と基準）で作ら

れているのであろうか。それを順に説明していこう。 

 運用のための原則と考えていただきたい。 

 第１が「考課者と被考課者が明確になっていなければな

らない」ということである。 

 「自分は誰から考課されるのか」、「誰を考課するのか」

を組織の全ての人が理解していなければならない。 

 第２が複数の人で考課しなければならないということで

ある。これが第１次評価者、第２次評価者による複数評

価である。 

 一人だけの評価だと客観性に欠けるので複数で評価する

ことにより客観性を上げようとする。 

 第１次評価者、第２次評価者どちらが正しいというので

はない。ズレが起こったら相互に話し合い、より客観的

で妥当な評価を結論づけていかなければならない。 

 第３が期間評価（考課）の実践である。決められた期間

内の現象を考課するのが原則で、何年も前に起こったこ

とを評価に入れてはならない。期間を決めないと同じ現

象を２度も３度も評価してしまう。 

 第４が事実のみを評価しなければならないことである。 

 仕事上の行動とその成果あるいは顕在化された能力のみ

を評価する。 

 第５はどのような内容を評価するかである。これが一番

重要である。この内容は企業や対象者によって異なる。 

 これが評価要素になるので詳しく説明しよう。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 考課は実績、能力、態度の３つの分野（側面）から行わ

なければならない。 

         実績 

能力（広義）  能力 

         態度 

 まず実績の評価は、成果や質がどの程度高い仕事をした

か、量的にはどうであったかを評価する。 

 年度で目標を設定している場合はその達成度、実績を考

課とする。 

 次は能力である。これは判断力、企画力、折衝力といっ

た顕在能力を評価する。保有能力として知識や技能も評

価することがある。 

 全て表に現れたものを評価するのが原則なので、潜在能

力は評価してはいけない。 

 最後が態度である。規律性や協調性や積極性といったこ

とを評価する。組織の一員としてこのような態度を発揮

するのは当然であるし、その態度を持つことは望ましい

ことなのでこれも評価しなければならない。 

 こういった仕事の成果や企画力や積極性といったものが

考課要素になる。 

 この要素は置かれている立場や資格レベルによって異な

ってくることは言うまでもない。 

 この実績と能力と態度の３者の関係を見てみよう。 

 実績は結果であり、それを生み出すもとになっている原

因が能力であり、それを媒介するもの（促進するもの）

が態度という関係になる。 

 業績 ＝ 能力 × 態度 × （環境） 

（結果） （原因） （媒介） 



シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

 シート①　人事考課の基本的考え方

 シート②　人事考課の仕組みと運用

 シート③　考課者の基本的心構え

 シート④　考課要素と着眼点を正しく理解する

 シート⑤　考課尺度（評語）を正しく理解する

 シート⑥　評定誤差を少なくする技術



シート① 

 

人事考課の基本的な考え方 

 

１．人事考課の重要性 

 組織を維持し、発展させていくためには、組織メンバーに対する評価（考課）は欠かせ

ません。その評価を客観的に行うのが人事制度です。人事考課とは人事制度の基幹をなす

ものです。なぜなら人事考課なくしては昇進昇格や賃金やローテーションなどの制度を運

用できないからです。特に年功序列から能力主義、実績主義に移行するにつれて、その重

要性が増しています。 

 人事考課は、様々な人事諸制度を運用するにあたって必要な人事情報を提供する役割を

果たします。 

 したがって、人事諸制度が適切に運用されるかどうかは、人事考課のよしあしにかかっ

てくると言ってよいでしょう。その意味では、人事考課制度は他の人事諸制度と十分に連

動されていなければなりませんし、考課者である管理者（監督者）はこのことをよく理解

した上で、人事考課を実施していかなければなりません。 

 また、目標による管理制度を導入している企業では、人事考課との密接な連動を図る必

要がありますし、運用にも最新の注意を払わなければなりません。 

 

２．人事考課の定義と目的 

（１）人事考課の定義 

 人事考課とは、「組織における人的資源の拡大と活用のために、組織が定めた方式と基

準に基づき、職場の管理者が、管理機能の一環として、所属メンバー（部下）の職務上の

行動もしくは成果を評価すること」をいいます。 

（２）人事考課の目的 

 人事考課の目的は、定義にも含まれるように、組織における人的資源の開発と活用に

ありますが、具体的には次の３つの目的で実施します。 

 ①人材の育成（能力開発） 

  メンバーひとりひとりの長所を引き出すと共に、改善点、啓発点を明らかにし、それ

によって、それぞれの能力の向上を図ります。 

 ②公平な成果の配分（公正処遇） 

  組織、ひいては社会に対するそれぞれの貢献度に応じた適正な処遇を行います。 

 ③適材適所（適正処置） 

  ここのメンバーの能力特性に合った職務に配置します。 

（３）副次的効果 

①組織メンバーへの動機づけ 

 妥当な評価、成果の配分を受けることにより、さらに高度な仕事への挑戦意欲が喚起さ



シート④ 

 

考課要素と着眼点を正しく理解する 

 

 考課の客観性と妥当性を高めるためには、考課要素の意味（定義）とその着眼点を正し

く理解する必要がある。着眼点を部下の行動にあてはめ、どの程度それを身につけている

か、実施しているかを見るとより考課の妥当性を上げることができる。 

 

考課要素の定義、着眼点例（某社） 

 考課要素 定義 着眼点 

能
力 

企画力 

斬新な発想をもって、

業務目的を達成する

ための方法を提案し、

これを効率的に手順

化する力 

・業務目的達成に向けての斬新なアイデアや新

しい方法を提案、実施し、業務や職場の改善

を実施しているか 

・企画案に説得性があり、提案も上手いか 

指導力 
後輩に対する指導、援

助を適切に行う力 

・後輩の知識、技能、態度を適切に把握し、懇

切丁寧に担当しているか 

・後輩のレベルに応じた指導、援助を計画的に

行っているか 

・自ら、後輩の模範となっているか 

態
度 

積極性 

新しい仕事や困難な

仕事、あるいは与えら

れた以上の仕事に挑

戦しようとする意欲

をいう 

・困難な仕事や他人の嫌がる仕事にも進んで取

り組んできたか 

・仕事についての知識や能力の向上のために、

努力を続けたか 

・自らの意見を前向きに発表し、業務の改善に

役立てようとしたか 

責任性 

自らの役割の範囲を

的確に認識し、これを

最後まで遂行しよう

とする意欲、自覚をい

う 

・任された仕事を最後までやり遂げようとして

いるか 

・失敗に対して責任を回避したり、他に転嫁す

ることなく、処理に努めたか 

・自らの役割の範囲を狭めようとする姿勢は見

られなかったか。 

 

 



ワークシート

研修の演習時に使用するワークシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

ワークシート①　事例研究の進め方

ワークシート②　人事考課演習（葉山君のケース）

ワークシート③　人事考課表（事例研究演習用）



ワークシート① 

 

事例研究の進め方 

 

目的 

１．考課の客観性を高めるためには、考課に臨む心構えや考課要素や着眼点や評価尺度の

とり方が重要であることを認識する。 

２．自己の評定の傾向や欠点に気付く（評定誤差の認識） 

 

演習 

 あなたはＡ課長である。年度末の昇給昇格のための人事考課が近づき、葉山君の人事考

課を行うことになった。 

１．個人研究（１５分） 

 情報をもとに別紙の人事考課表で葉山君の人事考課を行って下さい。 

（ＳＡＢＣＤの５段階） 

２．グループ研究（３０分） 

 人事考課表を持ちより、次の課題を討議して下さい。 

（１）リーダーを決めて下さい。 

（２）どのような理由で評定差が出たかを明確にし、その主なものを２～３、 

メモに書いて下さい。 

（３）葉山君のグループの評定を出して下さい。 

３．発表とコメント（３０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ワークシート② 

 

人事評価演習（葉山君のプロセス評価）ケース 

 

 葉山 清 

 ３２歳 市立大学商学部卒。昨年主任になる。東京のカートリッジ営業部営業課の営業

担当であったが、一昨年転勤があり、現在は地方都市のＡ支店営業課に勤務している。東

京の時代は激戦区を担当していたため、営業成績では苦戦していたが、現在の支店は比較

的安定しており、都市の人口増の影響で市場も拡大しているため、現在の支店は比較的安

定しており、都市の人口増の影響で市場も拡大しているため、東京に比べて営業活動もス

ムーズにできるようになった。昨年どの営業成績も、目標を１０％オーバーしたため、部

長から「初年度にしては、よい成績だ」とおほめの言葉を頂いたこともある。 

 現在は売上目標３４００万円を目標に問屋周りや中小の量販店周りで活動している。担

当しているクライアントは１５社で、新規ルート開拓も積極的に行っている。扱っている

商品はコンロ、ボンベ、木炭関係、レンジ周り商品、それにキャンペーン商品等である。

組織的には吉田リーダーのもとに４人のグループメンバーと一緒に仕事をしている。グル

ープメンバーの中には、昨年入職した今井 勝（２３歳）がいるが、入社時に葉山が指導

員役をしたため、親しい関係にある。 

 本年度のＡ支店の営業方針では、拡大の方針が出ているため、既存の売上増や新規開拓

に重点を置いているが、問屋の経営指導の重要性が増してきているため、グループとして

もそこに力を入れようとしている。 

 葉山の性格は明るく行動は社交的であるため、同僚や他の人の受けはよい。趣味はゴル

フとテニスで、テニスは社内で一二を争う腕前である。友人とよく酒を飲むため、時々遅

刻したりしている。仕事上で多少他人に迷惑をかけることもあるが、実績も上がっている

し、持ち前の明るさで対応されるため、同僚も多めに見ているようである。ただ多少自己

本位的なところがあるため、一部には「人当たりはよいが、こちらが頼んだ事を忘れたり、

後回しにする」といった批判をする人もいる。仕事上ではやや雑なところがあり、Ｅメー

ルを見忘れたり、問屋の社長に渡さなければならない書類を忘れたりするなどのミスも

時々ある。 
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