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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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事例から学ぶ客観的な考課の技術 概要 

目的 
 客観的考課を行うための基本的心得や手順を認識する。 

 着眼点の取り方や評価尺度といった考課の妥当性を高めるための要因を理解する。 

 事例研究を通じて考課をゆがめている要因や評定誤差などを理解する。 

対象 
部下を持つ管理者（評価権のある管理監督者） 

所要時間 

３時間 

教材 
 シート① 考課に臨むにあたって 
 シート② 観察力の強化 
 シート③ 人事考課のステップ 
 シート④ 考課要素と着眼点の正しい理解を 
 シート⑤ 考課尺度（評語）を正しく認識しよう 
 シート⑥ 評定誤差とそれを少なくする技術 
 ワークシート① 事例研究の進め方 

 ワークシート② 今村君のケース 

 ワークシート③ 人事考課表 
 インストラクター用資料① 観察力の強化チェックシート（正解） 
 インストラクター用資料② 人事考課表（事例研究演習用）記入例 
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時間配分 
 

項目 分 

はじめに ５分 
考課者の基本的心得 ５分 
観察力の強化 １５分 
人事考課のステップ １０分 
考課要素と着眼点の理解を ５分 
考課尺度の認識 ５分 
評定誤差とは ３０分 
事例研究の進め方 ５分 
個人研究 ２０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



 

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 

 

 概論では人事考課の考え方としくみについて学んだ。（管

理者のための人事考課概論） 

 最近の人事考課の動きについても触れた。 

 考課の客観性を高め、妥当性をあげるためには管理者自

身が自社の方式と基準を理解するとともに、評価者自身

が陥りやすい問題を自覚しながら考課していくことが重

要だということについても学んできた。 

 この会合では管理者の考課能力を高めるために「考課を

ゆがめる要因は何か」を事例研究などを通じて学んでい

く。具体的な目的としては 

①考課する時にあたっての基本的心得や考課の手順を理

解する。 

②考課要素の解釈と着眼点や評価尺度のとり方の重要性

を認識する。 

③事例研究を通じて評定誤差などの要因を解明する。 

 前半に「客観的考課の技術」を講義し、後半で事例研究

を通じてその問題点を体験的に学んでいくことにする。

考課者の基本

的心得 

（５分） 

 

項目の板書 

シート① 

 管理者の重要な役割は、「より客観的で妥当性のある考課

を行う」ことであると述べた。 

 客観性と妥当性を高めるためには、まず自社の人事考課

の方式と基準を理解し、それに基づいて考課する必要が

あるとも述べた。 

 そこから引き出された守るべき基本的心得には次のもの

がある。 

3 



 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

 第１は人物を評価するのではなく、その人の行動と成果

を評価することである。 

 人事考課はメンバーの実績、能力、態度を多面的に評価

するのが原則だが、観察の対象となるのは行動とそこか

ら生まれる成果のみである。 

 能力の評価も顕在的な能力の評価でなければならない。

 第２が絶対評価を心がけるということである。評価基準

があいまいだと相対評価になってしまうが、これからの

評価は、組織が期待する絶対基準（職場基準と職能要件）

をもとにした考課をしなければならない。 

 第３が期間評価である。考課期間内に起こった出来事を

評価することである。つまりその期間内の行動と成果の

みを評価する。 

 期間を飛び越して評価すると一つの現象を２回も３回も

評価することになってしまう。 

 また一度起こした大きなミスが印象に残り、その現象を

何回も評価してしまう。これでは評価にズレが生じる。

 第４が事実に基づいた評価を行わなければならないとい

うことである。 

 推測や感覚で評価してはならない。 

 第５が考課要素や着眼点や評価尺度を明確にして評価せ

よということである。 

 考課要素の解釈や着眼点のとり方がずれると正しい考課

にならないし、評価尺度のとり方によっても考課が大き

くずれてしまう。 

 管理者はこういった基本的心得を念頭に置きながら考課

を実施しなければならない。 

観察力の強化   考課の客観性を高めるためにもう一つ重要なことは、観
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

（１５分） 

 

 

 

（演習） 

 

 

（個人記入）５分 

 

（相互チェック）

５分 

項目の板書 

シート② 

 

察力を強化していくことである。 

 考課に関心を持ち、日頃から部下の行動を観察していれ

ば、客観性は高まっていく。 

 ただ観察していればよいというのではない。どの行動が

どの考課要素に結びつくのかをよく見ておかないと、い

くら観察してもズレが起こってしまう。 

 では、どのような事実や行動がどの考課要素に当てはま

るかを演習を通じて考えてみよう。 

 観察力の強化チェックシートを見て、個人で観察された

事実がどの考課要素に当てはまるか、○を１つ入れてほ

しい。時間は５分間である。 

 記入が終わったので、隣同士ペアまたはトリオで、つけ

合わせをしてみてほしい。 

 結論を出す必要はありません。どの項目がズレたかを確

認しておいてほしい。時間は５分間である。 

 では回答を述べるので比較してみてほしい。 

 観察された事実の項目１は「改善能力」である。２は「計

画力」である。 

 ３は「仕事の量」で評価する。１０日も納期に遅れたと

いうのは段取りが悪いということもあるが、スピーディ

さに問題があり、量で評価する。図面の正確さは評価の

対象にならない。 

 ４は「積極性」、５は「折衝力」、６は「仕事の質」で評

価する。手抜きや粗雑な仕事は質の問題である。 

 ７は「改善能力」、８は「知識技能」で評価する。仕事の

基本を知っていることになる。 

 ９は「協調性」、１０は「短時間仕事を成し遂げた」とい

うことで、「仕事の量」で評価するのが妥当であろう。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 １１はこの考課要素のどれにもあてはまらない。仕事以

外のことは評価に入れないのが原則。「該当なし」という

ことになる。 

 １２は「状況判断力」、１３は「指導力」、１４は「仕事

の質」で評価する。１５は「協調性」、１６は「折衝力」

がマイナス評価、１７は「知識技能」で評価する。 

 １８は責任感であるので、「役割意識」で評価する。 

 １９は性格特性であるので、評価対象にはならないので

該当なし。 

 ２０は「計画力」、２１は「状況判断力」、２２は「積極

性」で評価するのがよいであろう。 

 ２３は「指導力」、２４は責任感の問題なので「役割意識」

で評価する。 

 以上が解答であるが、皆さんがつけたものはどの程度合

っていたであろうか。１０以上違っていた人はもう一度

考課要素の定義を正しく掴んでほしい。 

人事考課のス

テップ 

（１０分） 

 

項目の板書 

シート③ 

 では次に人事考課の基本ステップについて説明しよう。

 第１段階は日頃の仕事ぶりを常に観察しておくというこ

とである。これについては先に述べた。 

 考課の時期がきたら、次の手順で考課する。 

 期間とどの仕事の範囲を評価すべきかを、まず頭に置い

てから評価に入る。 

 次に考課要素を頭に置きながら、それに該当する事実を

思い浮かべる。 

 その事実が絶対基準（その人の資格レベル）を基準にし

てどのレベルかを判定する。例えばＳなのか、Ａなのか、

Ｂなのかを判断する。 

 考課にあたっては次のことを考慮しながら評価する。 

6 



 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

 業績考課は該当期間に示した成果、事実を取り上げて評

価する。 

 能力考課はその期間中の連続性で評価する。 

 つまり業績考課はその都度、能力考課は長い目で見て評

価するのがよい。 

 態度も連続性で捉え、考課表に書かれている内容、基準

で評価する。 

 考課にあたっては１つの行動は１つの要素で評価しなけ

ればならない。 

 遅刻が多いという事実を規律性だけで評価するのは良い

が、積極性や協調性などでダブって評価してはならない。

 但し、島が違えば１つの行動（事実）を２つの考課要素

で考課してもよい。 

 島とは、業績、能力、態度の区分をいう。 

 例えば、外部に情報収集に行き、素晴らしい企画案を作

ったという事実を「企画力」で評価してもよいし、「積極

性」で評価してもよい。 

 以上が考課の基本ステップと考課における留意点であ

る。 

考課要素と着

眼点の理解を 

（５分） 

 

項目の板書 

シート④ 

 評定にズレが起こるのは、考課要素の定義をあいまいに

捉えたり、着眼点を無視して考課することによることも

多い。 

 考課にあたっては常に考課要素と着眼点を頭に置きなが

ら、評価しなければならない。 

 例として積極性の定義と着眼点を見てみよう。 

 定義では「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」となってお

り、着眼点としては、困難な仕事や他の人の嫌がる仕事
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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　考課に臨むにあたって

シート②　観察力の強化

シート③　人事考課のステップ

シート④　考課要素と着眼点の正しい理解を

シート⑤　考課尺度（評語）を正しく認識しよう

シート⑥　評定誤差とそれを少なくする技術



シート① 

考課に臨むにあたって 

 

管理者は考課にあたっては、より客観的で妥当性のある考課を心がけなければならない。

そのためには自社の人事考課の方式と基準を正しく理解し、それに基づいて考課を実施し

ていく必要がある。また、妥当性を高めるために常に考課に関心を持ち、部下の行動を観

察しながら考課すると同時に、陥りやすい誤差を常に認識しながら、考課を実施していか

なければならない。 

 

考課者の基本的心得 

 次の基本原則（心構え）を頭に置いて考課に臨まなければならない。 

１．人物評価ではなく行動と成果の評価を行う 

 人事考課は、メンバーの実績、能力、態度を多面的に評価するのが原則だが、観察の対

象となるのは、行動と、そこから生まれる成果のみである。 

２．相対評価ではなく絶対評価で考課する 

 企業が求める絶対基準をもとにした評価をしなければならない。 

３．期間評価で評定する 

 考課期間内の行動と成果のみが考課の対象となる。 

４．事実の積み重ねによる評定を行う 

 推測や感覚による評価を行わず、あくまでも事実に基づいた評価を行う。 

５．考課要素と着眼点、評価尺度（評語）の意味をよく理解する。 

 どの行動が、どの考課要素に該当するか、どの着眼点に当てはまるか、あるいはどの尺

度に該当するのかを正確に見極めた上で考課する。 

 



シート⑤ 

評価尺度（評語）を正しく認識しよう 

 
 考課をゆがめる要因の１つに評価尺度のとり方がある。基準のとり方が評価者に統一さ

れていないと評価結果が大幅に評価がゆがんでしまう。また基準が抽象的であったり、あ

いまいであった場合でも評価にゆがみが生まれてくる。 
 管理者はその基準を明確に理解し、考課にあたらなければならない。考課尺度には５段

階、６段階、８段階など様々な尺度がある。 
 
基準のとり方の例（Ａ社） 

 Ｓ（スペシャル）：抜群の水準である（非常に優れている） 
 Ａ ： 期待水準以上である（優れている） 
 Ｂ ： 普通の水準である（普通） 
 Ｃ ： 期待水準以下である（やや劣っている） 
 Ｄ ： 大幅に期待水準以下である（非常に劣っている） 
 
業績評価の基準のとり方の例（Ｂ社） 

 
レベル状況 

Ｓ 

設定された目標よりはるかに高い目標（３０～５０％）を達成したり、本人の

職務基準以上の高いレベルの仕事を与えられ、それをパーフェクトに達成した

状態をいう。 

ランク 

設定された目標を十分（１０～２０％）に達成したり、本人の職務基準に相当

する仕事を与えられ、それを誰の手助けもなく質的・量的にも申し分なくパー

フェクトに達成した状態をいう。 
Ａ 

設定された目標を一応（＋５％）達成したり、職務基準内の仕事を多少のミス

があった程度で達成した状態をいう。日常の業務をほとんど支障なくこなした

状態である。 
Ｂ 

設定された目標が８０～９０％どまりで職務基準内の仕事もかなりミスや問題

が出ている状態をいう。上司や先輩の指導援助があってはじめて、かろうじて

仕事が行われている状態をさす。 
Ｃ 

設定された目標が７０％以下で、職務基準の仕事を行うにあたっても大きなミ

ス・問題が起こり、それを放置できず、何らかの手を打たなければならない状

態をいう。１ランク下の職務基準がようやくできる状態をいう。 
Ｄ 

 



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　今村君のケース

ワークシート③　人事考課表



ワークシート① 

事例研究の進め方 

 
事例研究の目的 

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づく（評定誤差の認識） 
 
事例研究の演習 

 あなたはケースの飯田課長である。年度末の昇給昇格のための人事考課が近づき、今村

リーダーの人事考課を行うことになった。 
１．個人研究（２０分） 

 情報をもとに別紙の人事考課表で今村リーダーの人事考課を行ってください。 
 （ＳＡＢＣＤの５段階） 
２．グループ研究（３０分） 

 人事考課表を持ち寄り、次の課題を討議してください。 
 （１）リーダーを決めてください。 
 （２）どのような理由で評定差が出たかを明確にし、その主な理由を２～３、メモに書

いてください。 
 （３）今村リーダーのグループの評定を出してください。 
 （４）模造紙かＯＨＰシートに記入してください。 
  
３．発表とコメント（３０分） 

 ２～３分で討議結果を発表して頂きます。 

 



ワークシート② 

人事考課演習事例（今村君のケース） 

 
 当社は中堅の環境コンサルティング会社である。 
 今村健は３３才、私立工学部土木工学科卒、４年前に某エンジニアリング会社から転職

してきた、いわゆる中途採用者である。前職ではダムの測量、設計等を手掛けてきたとい

うふれ込みで入社してきた。 
 入社半年間は建設現場などで実習を行い、３年前にコンサルタント調査部所属となった。

昨年からグループリーダーとなり、現在２名で仕事をしている。グループリーダーは他社

では主任に相当する立場で、月額 10,000 円のリーダー手当がついている。また、職能等級

では技術専門職７等級（関連情報②参照）に位置づけられている。 
 コンサルタント調査部は環境アセスメントの調査部門だが、大気汚染、騒音などの調査

の仕事が多くなったため、ここ２年間で３名の新卒が増員された。この課は飯田課長（私）

以下１５名の課員で構成されており、４つのグループに分かれて仕事をしている。今村リ

ーダーの下には一昨年入社した吉田恒彦（２５才 私立工学部環境資源科卒）が配属され

た。課長としては３０才前後の中途入職者をもう一人今村リーダーの下に入れたいと考え

ている。現在、今村リーダーの担当している仕事は既存Ａ自治体の道路工事の環境アセス

メントの提示が中心で、今年の９月までに環境保全策を出し、対策等を提案することにな

っている。Ａ自治体は当社の有力顧客の１つでもある。他のグループは３～４名のメンバ

ーでテーマを２つないし３つ抱えているが、今村のグループは人数が少ないため、現在は

１テーマになっている。 
 今村リーダーと吉田の仕事の分担は明確でなく、調査分析、自治体との交渉など主要な

業務はすべて今村が行っている。したがって吉田は基本的調査と今村リーダーや課長の下

請け的な仕事を行っている。 
 今村リーダーの性格は慎重、緻密、じっくり型。暗い感じはしないがネアカとはいえな

い。付き合いは悪くはないが、自分から飲みになど誘うことは少ない。技術者らしい頑固

な面があり、何かにつけては技術面ではリーダーシップをとりたがる傾向がある。また自

慢屋でもある。趣味は釣りと将棋、友人は社内に１～２名しかないないが、時々学校時代

の友人と会っている。時間意識は強く、几帳面で絶対に遅刻はしない。但し、じっくり型

のため残業は多い方である。会社のルールや規則には忠実で、それを守ることは重要だと

思っている。他の人がルールや規則に違反するとあまりいい顔をしない。 
 吉田も技術系出身のため多少頑固な面があるが、今村リーダーより強くはなく柔軟性は

ある。趣味はボーリングと旅行で社交性も行動力もある。他部門に同期の友人がたくさん

いる。２人の関係はお互いがそれぞれの立場を認め合っているため特にトラブルはないが、

個人的に付き合うような関係とはいえない。 
 新年度に入り、課長は今村リーダーに対し「グループリーダーになって２年目になるし、

若い人をもう一人入れるかもしれないので、そろそろゴミ処理施設等の新しい顧客も手掛

 


	文書名 :管理者向けテーマ別研修_事例から学ぶ客観的な考課の技術.pdf
	文書名 :管理者向けテーマ別研修_事例から学ぶ客観的な考課の技術-2.pdf
	文書名 :管理者向けテーマ別研修_事例から学ぶ客観的な考課の技術-3.pdf
	文書名 :管理者向けテーマ別研修_事例から学ぶ客観的な考課の技術-4.pdf



