変化する世界における
パフォーマンス
マネジメント・
プログラム
最適化のための
5つのステップ

INTRはじめにOD
社員のパフォーマンスを高めるための施策「パ
フォーマンスマネジメント」は、まさにそのため
のものです。しかし、多くの組織は、現在のパ
フォーマンスマネジメント・プログラムとプロセ
スに満足しておらず、マネージャーや社員は以下
のような問題に直面しています。

マネージャー

社員

• フォーカス :
今、何が本当に重要なの
か、将来はどうなるのかを
どう明確にするか

• 仕事の不安定さ:
業務量が多すぎたり少なすぎ
たりすることや、リモート
ワークや家庭の責任による能
力の限界

• 仕事の割り当て:
製品やサービスに対する需
要の変化、労働力の削減、
リモートワークの限界をど
のように管理するか
• バランス: 実行力とリーダー
シップの適切な組み合わせ
をどう実現するか（例：プ
レイヤーとコーチの役割）

• 不安: リスクを取ること、新
しいことに挑戦すること、も
はや意味のない目標に集中す
ること、仕事以外のストレス
など
• 明確さの欠如 :
努力、パフォーマンス、金銭
的報酬の関係が不明確である
こと

コーン・フェリーの調査で、今後半年から2年の間に組織が
重点的に取り組むべき優先事項として、パフォーマンスマ
ネジメント・プログラムが2番目になったのは当然のことだ
と言えます。
このペーパーでは、今日のような不確実な時代に、これら
パフォーマンスマネジメントのプロセスを最適化するため
に必要な5つのステップを紹介しています。これらの分野に
重点的に取り組むことで、組織はパフォーマンスマネジメ
ントに関する一般的な問題を解決し、厳しい経済状況の中
でも社員のモチベーションを高め鼓舞し続けることができ
るはずです。

変化する報酬の世界の
マッピング
コーン・フェリーは、2020年3月から5月
にかけて、99カ国7,660人を対象にパルス
サーベイを実施し、コロナ禍が報酬や福
利厚生に与える影響を調査しました。調
査の結果、パフォーマンスマネジメン
ト・プログラムを含む5つの重点分野
で、組織が今後6ヶ月から2年の間に大き
な変化を実施する予定であることが判明
しました。

主な重点分野:

1
2
3
4
5

目的に合ったトータル
リワード戦略
パフォーマンスマネジ
メントのプログラム

短期インセンティブ／
ボーナスの設計
職務構造、職務評価、キャ
リア開発のフレームワーク

外部の報酬ベン
チマークプロセス

5

最適化のための
5つのステップ

1

チームと個人のパフォーマンスを再定義・明確化し、
今最も重要なことに焦点を当てる

あらゆるレベルのリーダーは、組織の優先事項を明
確にし、解き明かし、透明性を持って伝える責任が
あります。また、全員が貢献できるようにし、準備
を整えます。ダイナミックな目標の設定は、組織が
緊急の優先事項を反映させるための重要なマネジメ
ントツールになります。これまで、組織はパフォー
マンスマネジメントのシステムを変更することに消
極的でしたが、現在では多くの組織が緊急の優先事
項を反映させるために目標と評価指標を更新してい
ます。
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チームや社員の目標を変更する際には、顧客満足
度、学習、業務効率などの先行指標と、重要な
ビジネスや財務上の成果といった「後方視点」
とのバランスを取ることが有効です。一度設定
した組織目標を変更するかどうかにかかわら
ず、「ゴールポストの移動」（当初設定した
ゴールを途中で変えること）は、その組織の状
況に応じて慎重に検討、管理、伝達される必要
があります。現在のビジネス状況に基づいて、
慎重に検討し、管理し、伝える必要があります。

パフォーマンスに関する定期的な対話を
促す仕組みを構築する

多くの組織において、マネージャーは主に組織の
優先事項の実現に責任を持つ一方で、社員の能力
開発を後回しにしがちです。フィードバックは散
発的にしか行われず、パフォーマンスに関する対
話の機会は稀です。しかし、人と人とのつながり
がこれまで以上に重要になっている今、パフォー
マンスに関する頻繁で実質的な対話は、マネー
ジャーができる最も重要な仕事と言えるでしょ
う。
成功のためには、新たな期待と能力が必要です。
例えば、マネージャーは聞き上手になる必要があ
るかもしれませんが、これはリモートワークが増
えた時代において重要な課題です。効果的な傾聴
は、マネージャー自身が社員の成長を促すマイン
ドセットを強化するのに必要なだけでなく、社員
からの期待も高まっており、ストレスに対処する
ための鍵となっています。

パルスサーベイやシニアリーダーとの定期的なコ
ミュニケーションなど、社員のフィードバック
ループを構築したり強化したりすることで、マ
ネージャーがパフォーマンスに関する対話に責任
を持てるようにすることも必要です。
最大限の効果を得るためには、マネジャーは、過
去の業績評価のみに焦点を当てるのではなく、将
来を見据えたパフォーマンスコーチングと開発を
重視し、ロールモデルとなるべきです。また、社
員も積極的に行動し、上司や同僚、顧客からの
フィードバックを求め、自分のパフォーマンス開
発プランを持つ必要があります。
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よりダイナミックなパフォーマンス
サイクルを確立する

パフォーマンスマネジメントの基本的なルールは、
社員がパフォーマンスに関する自身の立ち位置を認
識し、年度末に驚くようなことがあってはならない
というものです。しかし、ビジネスサイクルの短縮
化、雇用の安定性への懸念、若手社員のフィード
バックへの期待などにより、このルールはかつてな
いほど重要な意味を持つようになっています。
明確さと透明性が重要です。組織は、パフォーマン
スとその影響（インセンティブ、昇進、プロジェク
トへの割り当てなど）を定義し、外部環境の影響や
先の読めない状況（経済状況、リストラなど）を認
識する必要があります。また、マネージャーは、質
の高いフィードバック、対話、評価を頻繁に行う責
任を負わなければなりません。
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したがって、マネージャーが社員と意味のある話し
合いをするために、報酬について金銭的観点と非金
銭的観点の両方から話し合えるように準備し、サ
ポートすることが重要です。
もう一つのポイントは、社員が困難な時期に「私た
ちはみんな同じ状況にある」と認識することです。
そのため、社員のモチベーションを高め、価値を感
じてもらうためには、報酬の額よりも、報酬の決定
方法、伝達方法、配分方法における手続き上の公平
性が重要になります。

改善されたパフォーマンスマネジメントの
プロセスを、組織の成功の原動力にする

パフォーマンスマネジメントは、リーダーと社員を
最も重要なことに再び集中させるための触媒となり
ます。現在のビジネス状況は、混乱への耐性が高
まっていることもあり、以前から必要とされていた
パフォーマンスマネジメントのプログラムを変更す
るのに理想的な時期となっています。

1.

パフォーマンス評価は、報酬が公平に配分されるこ
とを目的としていますが、実際には、社員のパ
フォーマンスやエンゲージメントに悪影響を及ぼす
場合があります。例えば、社員が情報を共有するこ
とで評価が下がるのではないかと恐れていると、率
直で建設的な対話ができなくなります。また、
フィードバックが定期的かつ効率的に行われないこ
とにもなりかねません。今は、パフォーマンス評価
のプロセスを維持すべきか、改善すべきか、あるい
は完全に廃止すべきかを検討する絶好の機会です。

社員を評価するために, 複数の
差別化された報酬を使用する

キャッシュフローが十分でない企業は、社員を評価
するための選択肢が少ないと感じているかもしれま
せん。なぜなら、「報酬」は基本給の引き上げやイ
ンセンティブの支払いと同義と考えられがちだから
です。しかし、コーン・フェリーの調査1による
と、そうではないことがわかりました。基本給、変
動給、福利厚生プログラムは、組織に人材を採用す
るための重要な要素ですが、実際には、非金銭的な
報酬（意義のある仕事、キャリア開発、トレーニン
グ、表彰、優れた同僚との仕事、文化など）こそ
が、社員の雇用とエンゲージメントを維持させるこ
とができるのです。
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書面による記録を減らすことにより、その時間を最
大限有効に使うことができます。また、パフォーマ
ンスと報酬のサイクルは連動していますが、正確に
一致していなくても効果的であることを覚えておく
とよいでしょう。

システムや事務的なプロセス、技術面に焦点を当て
るのではなく、まず最初に、必要とされる主要な原
則、プロセス、行動の変化に焦点を当ててくださ
い。変更を実施する際には、柔軟性を保つようにし
ます。パフォーマンスマネジメントのプロセスは、
絶えず進化するビジネスの状況に適応することを想
定し、いきなり導入するのではなく、段階的に導入
していくことを検討します。

D. Scott, T. McMullen and M. Royal, “Retention of Key Talent and the Role of Rewards,” WorldatWork Journal, Fourth Quarter 2012: 58-70; Tom McMullen
and Maryam Morse, “Differentiating and Rewarding Performance, Current Practice,” Journal of Compensation and Benefits, September/October 2014: 30-37.
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詳細はこちら

コーン・フェリーでは、次世代のパフォーマンス・シ
ステムと成果報酬プログラムの構築に向けて、企業と
協力して取り組んでいます。このプログラムは、従業
員のエンゲージメントを高め、生産性を向上させ、報
酬プログラムと成果との間に強い関連性を持たせま
す。
パンデミック以降、社員のモチベーションを高めるた
めに、どのような支援ができるか、また、パフォーマ
ンスマネジメントの未来についての詳細な調査結果
については、こちらからお問い合わせくださ
い。here.
または infojapan@kornferry.com
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コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティン
グファームです。クライアントの組織構造やポジション
とその責任を設計・最適化し、適切な人材を採用できる
よう支援し、社員の処遇・育成・動機付けといった課題
についてもコンサルテーションを提供します。さらに、
専門性を高めることによる人材のキャリアアップを支援
します。
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