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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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目標による管理 概論 概要 

目的 
 日本におけるマネジメントの変遷を理解する。 

 目標による管理の基本的考え方と展開の仕方を学ぶ。 

 目標による管理の成果や誤った認識を理解する。 

対象 

管理者、監督者 

所要時間 

１時間３０分 

教材 
 シート① 目標による管理の考え方 
 シート② マネジメントの変遷 
 シート③ 目標による管理の展開 
 シート④ 目標による管理、目標カード記入例 
 シート⑤ 目標による管理と誤った認識 

時間配分 
 

項目 分 

はじめに ５分 
めばえとその発展 １０分 
目標による管理の定義 １５分 
マネジメントの変遷 ２０分 
目標による管理の具体的展開 ３０分 
目標による管理の成果と間違った認識 ５分 
まとめ ５分 

合計 ９０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 

 これから管理システムの代表的な「目標による管理」の

基本的な考え方と展開の仕方を学んでいく。 

 目標による管理は上場企業の８０％近い企業が導入して

いる管理システムである。 

 日本に導入されて３０年以上経過しているので、マンネ

リ化しているところや、日本的な目標による管理に手直

しして実施しているところも増えている。 

 ここで学ぶ「目標による管理」はアレンジされた日本的

な目標による管理ではなく、アメリカでスタートした純

粋な「目標による管理」と考えて頂きたい。 

 原点に戻るという意味で再度「目標による管理」の考え

方を理解することがこの会合の狙いでもある。 

めばえとその

発展 

（１０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート①の

１ 

 

項目の板書 

 

 

 

 

 

 

 

 まず目標による管理のめばえと発展について説明しよ

う。 

 「目標による管理」を最初に提唱したのは、Ｐ．Ｆ．ド

ラッカーと言われている。ドラッカーの代表作である「現

代の経営」の最後の章「目標設定と自己統制」がそれに

あたる。 

 目標による管理（Management by objectives）という言

葉はその後の論文からしばしば使われるようになった。

 したがって「目標による管理」という言葉はＰ．Ｆ．ド

ラッカーがつけたということになっているが、定かでは

ない。 

 Ｐ．Ｆ．ドラッカーは大学の教授であったため理論を提

唱しただけで技術論は一切書いていない。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

（日本での発展） 

 

 

 

 

 

シート①の

２ 

 

 それを発展させたのが、Ｍ．マッコンキーやＪ．オディ

ーヌ、Ｅ．シュレイなどのアメリカの経営学者や経営コ

ンサルタントであった。 

 その中でＥ．シュレイの書いた「結果の割りつけによる

経営（日本語版、Management by result）がアメリカで

ベストセラーになり、アメリカの企業に広まった。 

 ちょうどその頃、行動科学の理論が広まってきており、

それを具体化するものとしても注目を集めた。 

 日本ではどうであろうか。「結果の割りつけによる経営」

（上野一郎訳 池田書房）の翻訳がスタートであったが、

昭和４０年頃から大手企業（東芝、電電公社など）が導

入し始めた。 

 ちょうどその頃は「日本的経営」の見直しの時期に差し

掛かっており、「新しい管理への転換」ということを狙い

に導入されていった。またオリンピック後の不況脱却と

いう狙いもあった。 

 そのキッカケをつけたのが「産業能率大学」であった。

 この目標による管理が次に広がりを見せたのは昭和５０

年頃のオイルショック以後でで、これも不況脱却が目的

であった。 

 この頃から中小企業にも広がりを見せた。 

 最後に脚光を浴びたのはバブル崩壊後である。これも業

績回復のカンフル剤として注目を集めたが、不況の打開

策として、年俸制が導入されたことも目標による管理が

脚光を浴びた一つの理由である。 

 なぜなら年俸制を導入するためには、それを評価する仕

組みが必要であり、業績連動の「目標による管理」が業

績評価に最も適していたからである。 

 ただ目標による管理はマネジメントのシステムとしてス
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

タートしたのであって、業績評価のための仕組みではな

かった。評価とは切り離して考えるべきであろう。 

 バブル崩壊後、業績評価の仕組みとして多くの企業が目

標による管理を導入したが、目標達成の結果のみを評価

に結びつけたため、様々な問題が起こったのも事実であ

る。 

 しかし、目標による管理は本人の主体性を尊重して業績

向上を果たしていこうというしくみであるので、理想的

な管理システムであることは間違いない。その仕組みを

否定することはできないのである。 

目標による管

理の定義 

（１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート①の

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目標による管理の具体的な考え方と展開の仕方に入ろ

う。 

 まず目標による管理を定義しておこう。目標による管理

は「組織の全体目標と個人の目標を関連づけ、しかも目

標達成することが、人間としての興味と欲求を満足させ

るシステム」である。 

 本人の主体性とやる気を中心にした業績向上のシステム

といえる。 

 この考え方は昭和３０年代半ば頃から発展を遂げた「行

動科学の理論」を背景に出てきた。 

 行動科学は人間集団の行動を統一的に研究した総合科学

で実践を中心にした理論をいう。 

 著名な学者としては、「Ｘ理論・Ｙ理論」のＤ（ダグラス）．

マグレガー、Ｆ．ハーツバーグ、Ａ．マズロー、Ｃ．ア

ージリスなどがいる。 

 行動科学の中で目標による管理に結びつくものとしては

１．個人の欲求と組織の欲求は調和し合うものである。

２．人間の潜在能力ややる気が生産性を高める。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

（組織に対する

考え方） 

 

シート①の

５ 

３．組織は職能別でなく、意思決定やコミュニケーショ

ンの流れである。 

４．労働条件の改善より、心理的環境を整える方が重要

である。 

といったことがある。 

 目標による管理で最も重視するところは「目標の連鎖」

ということである。 

 会社は常に新しい目標を目指して、業績向上を果たして

いく。 

 その目標は毎年毎年、新しく設定され、組織メンバーは

それを達成する義務を負う。 

 その目標は会社全体の目標から部門の目標、個人の目標

へと連鎖していかなければならない。 

 個人は自主的に目標を設定するので、当然達成する責任

は本人に帰属する。 

 そのつながりが組織であるならば、組織とは「目標の連

鎖であり、責任の連鎖」でなければならない。 

 この組織とは何かを定義したのはＥ．シュレイである。

 目標による管理では自主的に目標を設定するため、当然、

達成の責任が本人に課せられてくるので見方を変えれば

大変厳しい管理でもある。 

 ノルマ管理よりもむしろ厳しい管理といえよう。 

 伝統的管理では、期待する結果つまり目標を明らかにせ

ず、ただ行うべき仕事（職務）を明らかにしただけであ

った。 

 やはり会社は常に発展拡大していくためには組織も個人

も新しい目標を設定して、それを達成していかなければ

ならない。 
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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　目標による管理の考え方

シート②　マネジメントの変遷

シート③　目標による管理の展開

シート④　目標による管理、目標カード記入例

シート⑤　目標による管理と誤った認識



シート① 

目標による管理の考え方 

 

１．めばえとその発展 

 目標による管理を最初に提唱したのは、Ｐ．Ｆ.ドラッカーといわれている。氏は著書『現

代の経営』の最後の章「目標設定と自己統制」で目標による管理の基本的な考え方を明ら

かにした。 

 『現代の経営』の中では「目標による管理」（management by objectives）という言葉は

使われていなかったが、その後発表した論文の中では、しばしば使われるようになった。 

 ちょうどこの頃、Ｄ．マグレガーやＦ．ハーズバーグ等により提唱された行動科学の理

論が広まり、それが目標による管理の理論的背景にもなった。 

 目標による管理の先駆者はＰ．Ｆ.ドラッカーであるが、彼は理論を提唱しただけで、技

術面については論文の中であまりふれていない。 

 この理論をもとに、方法論として発展させたのが、Ｍ．マッコンギーやＪ．オディオー

ヌ、Ｅ．シュレイなどの経営学者、経営コンサルタントたちであった。 

 その中の１人であるＥ．シュレイが著わした「結果の割り付けによる経営」（management 

by result）が出版されるにおよび、米国企業の中に急速に広まった。 

 

２．日本における目標による管理の発展 

 現在では上場企業の８０％近くが導入されているが、最初の導入は昭和４０年頃で「日

本的経営の見直し」や「新しい管理への変換」という名目で企業の中で導入されるように

なった。その導入のキッカケを作ったのは産業能率大学であった。 

 当時は、東京オリンピック後の不況に入った時期であり、業績向上のために、従来の日

本的経営からの脱却が急務となり、そのカンフル剤として、目標による管理に関心が集ま

った。 

 その後、目標による管理は昭和５０年前後に２度目のブームが起こった。 

 その頃はオイルショックの影響が出はじめた時期であり、また業績向上のカンフル剤と

して目標による管理に注目が集まった。当時は不況が大変深刻であったため、新しい管理

への変換というより、業績向上への期待が強く、それをねらいとして導入するところが増

えていった。 

 その後、バブル崩壊後に再度注目が集まった。 

 バブル崩壊後は不況の打開策として、年俸制の導入が急務になり、そのためには目標達

成のシステムが必要という観点から導入を急ぐところが増えた。 
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シート③ 

目標による管理の展開 

 

１.目標、方針、計画の意味 

  目標‥‥ある期間内に達成すべきゴールを目指す 

  方針‥‥目標達成の方向を示すもの、力のいれどころを示すもの（具体的手段、方策） 

  計画‥‥目標達成の合理的アプローチの手順書 

 

２．目標の連鎖とは 

  

方針 

目標 

ﾌﾞﾚｲｸﾀﾞｳﾝ ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ 

方針 

目標 

方針 

目標 
計画  

部長目標と方針 
 
 
 

計画 課長目標と方針 
 

 

 
計画 係長目標と方針 

 

 

３．目標の連鎖と体系化 
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