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「業績評価」再考
森沢 徹
「業績評価」を再考すべきである。多くの日本企業は、業績評価にかかわる問題の解
決を、｢客観的な基準がない｣「財務成果の背後の努力・プロセスも大切」云々の言い
訳と共に先送りしてきた。しかし、今こそ業績評価サイクルのパラダイムを「期末に
ナメナメ型」から「期首にギリギリ型」へと転換し、より戦略的で公平な業績評価の
仕組みを実現すべきである。そのなかで、財務業績と非財務業績を調和させる「バラ
ンススコアカード」という新しい経営手法が注目される。

■期末評価の問題＝
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ントは ｢達成度のみ」で制度を運
用する決断をした。
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また、｢ストレッチ度はどうや

トするのは、コーポレートが果た

はある」｢部門の業績を出す以外

って計測するのか」という問いが

すマネジメントコントロールの問
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ある。これに対する科学的な算出

題である。この２つは混同しては
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方法はない。しかし、ストレッチ

ならない。

る」というものだ。両者のズレの

度が部門間でイコールとなるよう

すなわち、｢（ 構造的に）赤字」
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だ」ということが答えになる。
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ルで期首にギリギリ設定した目標

務業績には直接影響しないが、中

関する理解を深める有効な手段で
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ダイムで業績評価を行えば、この

が設定されるべきである。
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ような部門ごとの業績獲得機会の

■部門業績と事業ポートフォ
リオの関係
これまでの議論に則って冒頭の

平等化が可能となる。

業績をそのように定義すると、
前述の「職場の活性化」も「部下
の育成」も、中長期的な財務成果
への因果関係が明確であれば、ど

｢赤字は悪いか、黒字は良いか」

■部門の評価と部門長の評価
の関係

の問題に立ち返ると、答えは「期

「部門長自身の評価は担当部門の

れらの達成度をもって部門長自身

首の目標次第」となる。｢赤字事

業績評価と等しいか」――これも

の評価とすることの納得感も増す

業を持ち続ける」｢大きな黒字事

悩ましい問題である。当該部門長

はずである。

業を小さな黒字事業と一緒に持

の目標が、その長に与えられた責

つ」などの判断は、コーポレート

任と権限の範囲の中で設定されて

レベルの事業ポートフォリオ上の

いるならば、答えはイエスである

判断である。これはシナジー（相

とNRIは考える（ただし、ここで

多くの日本企業において、中期

乗効果）追求の戦略であり、多角

いう「評価」はあくまで「期間業

的な戦略・計画を年度計画、部門

化の戦略である。

績評価」のことであり、人事考課

計画へと展開し、部門評価へと通

や能力考課のことではない）。

じる「方針管理制度」と、人事部

しかし、いったん「持つ」と決

ちらも部門業績とすべきだし、そ

■融合されるべき方針管理
制度と目標管理制度

めた以上、その事業を構成する部

この主張への企業の声は、｢（財

門が主導的に運営し、部門長評価

門の業績をキッチリとマネジメン

務）業績以外にも重要な評価項目

へ通じる「目標管理制度」という

「業績評価」再考
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のサイクルを回していくという思

図1 バランススコアカードのコンセプト

想を基盤としている（図１）。
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日本企業が暗黙に行ってきた業績

出所）Robert S. Kaplan and David P. Norton, “Using The Balanced Scorecard as a Strategic Management
Systems,”Harvard Business Review , January/February 1996 より作成

評価管理を「より明示的に、より
財務成果を意識して、より統合的

２つの独立な制度が併存する。
多くの場合、部門長が書く２枚

これらの２つの制度の融合化が必

に」体系化したものに他ならな

要不可欠である。

い。｢価値創造経営」が叫ばれる
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なか、バランススコアカードの優

■多面的業績管理フレーム
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企業独自のマネジメントシステム
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1990年代初頭に米国ハーバー
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ド・ビジネススクールのカプラン

が起こりうる根本的な原因がここ

教授らが開発した「バランススコ
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にある。

アカード」という業績管理手法が

2000年11月号より転載

部門長の業績目標と部門の業績

注目されている。この手法は、財

目標を一体化させ、部門長に業績

務業績と非財務業績を多面的かつ

向上の拍車をかけるためには、前

定量的に定義し、それらのバラン

述の「業績」の幅広い定義に加え、

スを保ちながら計画・管理・評価

6

知的資産創造／2000年11月号

を再構築することが望まれる。
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