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マネジメント・ヘルパーの経緯マネジメント・ヘルパーの経緯

デロイトトーマツコンサルティング
譲渡

デロイトトーマツコンサルティング

ＨＲＤＨＲＤ 社
名
変
更

社
名
変
更

社
名
変
更

社
名
変
更

もともと、リクルート本社HRDでＡＳＰとしてスタート。もともと、リクルート本社HRDでＡＳＰとしてスタート。
同社HRD部門が、デロイトトーマツコンサルティングに譲渡され、同社HRD部門が、デロイトトーマツコンサルティングに譲渡され、
その後、アビームコンサルティングに社名変更。その後、アビームコンサルティングに社名変更。
現在は、販売・導入・保守・改修およびカスタマイズを､弊社が取り扱う現在は、販売・導入・保守・改修およびカスタマイズを､弊社が取り扱う
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マネジメント・ヘルパーの導入メリットマネジメント・ヘルパーの導入メリット

目標管理目標管理・・能力評価能力評価のの課題課題をを解決解決しますします目標管理目標管理・・能力評価能力評価のの課題課題をを解決解決しますします

事務作業が大変、面倒事務作業が大変、面倒……エクセルや帳票ではとても困難エクセルや帳票ではとても困難事務作業が大変、面倒事務作業が大変、面倒……エクセルや帳票ではとても困難エクセルや帳票ではとても困難事務作業が大変、面倒事務作業が大変、面倒……エクセルや帳票ではとても困難エクセルや帳票ではとても困難事務作業が大変、面倒事務作業が大変、面倒……エクセルや帳票ではとても困難エクセルや帳票ではとても困難

○配布／回収○配布／回収

○集計／分析／検索 等○集計／分析／検索 等

評価制度、方針の浸透、徹底が難しい評価制度、方針の浸透、徹底が難しい……評価制度、方針の浸透、徹底が難しい評価制度、方針の浸透、徹底が難しい……評価制度、方針の浸透、徹底が難しい評価制度、方針の浸透、徹底が難しい……
現場（管理者や部署）によって運用状況がマチマチ現場（管理者や部署）によって運用状況がマチマチ……
評価制度、方針の浸透、徹底が難しい評価制度、方針の浸透、徹底が難しい……
現場（管理者や部署）によって運用状況がマチマチ現場（管理者や部署）によって運用状況がマチマチ……現場（管理者や部署）によって運用状況がマチマチ現場（管理者や部署）によって運用状況がマチマチ……現場（管理者や部署）によって運用状況がマチマチ現場（管理者や部署）によって運用状況がマチマチ……

○組織目標との連動を考えずに、個々人と目標のすりあわせをおこなってしまう○組織目標との連動を考えずに、個々人と目標のすりあわせをおこなってしまう

○個々人が設定した目標を比較検証せずに、承認する○個々人が設定した目標を比較検証せずに、承認する

○せっかく目標設定をしても、振り返るのは評価時のみになっている○せっかく目標設定をしても、振り返るのは評価時のみになっている

（机の中に目標管理シートがしまわれたままになっている）（机の中に目標管理シートがしまわれたままになっている）

○組織内でお互いがどのようなミッションを持っているか共有することが難しく、評価の○組織内でお互いがどのようなミッションを持っているか共有することが難しく、評価の

透明性、納得感を高めにくい

○他部署から異動してきたメンバーの評価時に、過去の経緯がきちんと引き継がれない○他部署から異動してきたメンバーの評価時に、過去の経緯がきちんと引き継がれない

○研修の振り返りをしていない 等○研修の振り返りをしていない 等
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マネジメント・ヘルパーの特徴（１）マネジメント・ヘルパーの特徴（１）

人事評価制度（方針）人事評価制度（方針）のの定着促進定着促進をを支援支援しますします人事評価制度（方針）人事評価制度（方針）のの定着促進定着促進をを支援支援しますします人事評価制度（方針）人事評価制度（方針）のの定着促進定着促進をを支援支援しますします人事評価制度（方針）人事評価制度（方針）のの定着促進定着促進をを支援支援しますします

●目標連鎖機能、目標連鎖図照会機能●目標連鎖機能、目標連鎖図照会機能
組織同士の目標を連鎖させたり、組織と個人の目標を連鎖させることができます。組織同士の目標を連鎖させたり、組織と個人の目標を連鎖させることができます。
また、連鎖している目標を照会することも可能です｡また、連鎖している目標を照会することも可能です｡

●期待目標シート●期待目標シート
上司が部下に期待する役割を明示し、部下が目標を設定する際に参照することができます。上司が部下に期待する役割を明示し、部下が目標を設定する際に参照することができます。

●目標遂行メモ●目標遂行メモ
設定した目標毎に事実を蓄積することができます。設定した目標毎に事実を蓄積することができます。
（部下の進捗報告書や上司のアドバイスメモなど）（部下の進捗報告書や上司のアドバイスメモなど）
中間面談や目標達成度すりあわせ面談の際に、利用することができます。中間面談や目標達成度すりあわせ面談の際に、利用することができます。

●想定評価機能
異動者の異動前に設定した目標に対して､異動前の上司が一旦評価を行い、異動後の上司
に引き継ぐことができます。

●目標共有機能●目標共有機能
組織内でお互いの目標を共有することができます。組織内でお互いの目標を共有することができます。

●研修資料ヘルプ機能●研修資料ヘルプ機能
研修時の資料などを搭載することができます。研修時の資料などを搭載することができます。
目標を設定する際などに参照することができます。目標を設定する際などに参照することができます。
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マネジメント・ヘルパーの特徴（２）マネジメント・ヘルパーの特徴（２）

人事の事務作業の効率化を支援します人事の事務作業の効率化を支援します人事の事務作業の効率化を支援します人事の事務作業の効率化を支援します人事の事務作業の効率化を支援します人事の事務作業の効率化を支援します人事の事務作業の効率化を支援します人事の事務作業の効率化を支援します

●運用状況監視機能●運用状況監視機能
目標管理シートやコンピテンシーシートのステータス（進捗度合）別の人数を、即座に把握する目標管理シートやコンピテンシーシートのステータス（進捗度合）別の人数を、即座に把握する
ことができます。ことができます。
また、それぞれのステータス（進捗度合）毎の対象者に、目標の設定や評価などの記入を促すまた、それぞれのステータス（進捗度合）毎の対象者に、目標の設定や評価などの記入を促す
メールを一括して送信することも可能です｡メールを一括して送信することも可能です｡

●定着状況監視機能●定着状況監視機能
目標管理において、設定した目標に対して進捗報告を行なっているかどうか、また上司もアド目標管理において、設定した目標に対して進捗報告を行なっているかどうか、また上司もアド
バイスメモなどを残しているかどうか、を定期的にチェックすることができます。バイスメモなどを残しているかどうか、を定期的にチェックすることができます。
また、一定の期間（任意に設定）に、メモが残されていない社員を検索し､メモの作成を促すメまた、一定の期間（任意に設定）に、メモが残されていない社員を検索し､メモの作成を促すメ
ールを一括して送信することも可能です｡ールを一括して送信することも可能です｡

●社員検索機能
□目標管理シート、コンピテンシーシートの照会

□対象者一括メール送信□対象者一括メール送信

●マスタデータメンテナンス機能●マスタデータメンテナンス機能
□ 人事用
□ 社員用（氏名、メールアドレス、評価者（一次評価者、参照権限者））

●レポート●レポート
登録されている目標や評価内容、マスタ情報をレポートとして出力することができます。登録されている目標や評価内容、マスタ情報をレポートとして出力することができます。
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マネジメント・ヘルパーのサポート範囲マネジメント・ヘルパーのサポート範囲

「マネジメント・ヘルパー」「マネジメント・ヘルパー」

《目標遂行フェーズ》
（目標共有）

《目標設定フェーズ》 《評価フェーズ》
（自己→一次→二次→最終）（目標共有） （自己→一次→二次→最終）

目標管理 目標管理目標遂行メモ
組織目標

目標管理
シート

目標管理
シート

目標遂行メモ

目標遂行メモ目標遂行メモ

目標遂行メモ
コンピテンシー
（職能、能力）

コンピテンシー
評価シート

目標遂行メモ

・（職能、能力）
評価シート

評価シート
・

行動観察メモ

総合評価

行動観察メモ

行動観察メモ
シート

行動観察メモ

・
・・

人事・給与システム

ＥｘｃｅｌやAccessによる
給与計算処理 人事情報管理

ＥｘｃｅｌやAccessによる
データ集計、加工給与計算処理

・月例給与
・ベア/昇給
・遡及差額計算

人事情報管理
・個人基礎情報
・基本給情報
・支給控除項目情報

データ集計、加工

・遡及差額計算
・賞与/臨時賞与
・社会保険/労働保険

・支給控除項目情報
・一時支給控除情報
・家族情報

・社会保険/労働保険
・年末調整
など

・家族情報
・住所情報
・振込先銀行情報・振込先銀行情報
・勤怠集計情報
・考課情報（履歴） 帳票出力・考課情報（履歴）
など

帳票出力
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(1)業績考課の考え方(1)業績考課の考え方(1)

ウエイト 難易度 達成度

４０％ HH=1.2                  H=1.3     V=0.9
「業績考課の総合化」

３０％ H=1.1                   E=1.2      P=.08
「業績考課の総合化」

１５％ M=1.0                  G=1.1１５％ M=1.0                  G=1.1

L=0.9                  S=1.0L=0.9                  S=1.0

ＡＡ ０．４ × １．２ × １．１ ＝ ０．５３目標

Ｂ
０．３ × １．１ × １．２ ＝ ０．４０

目標
０．３ × １．１ × １．２ ＝ ０．４０

Ｃ目標

０．１５ × １．０ × １．１ ＝ ０．１７

Ｄ目標

０．１５ × １．０ × ０．９ ＝ ０．１４０．１５ × １．０ × ０．９ ＝ ０．１４

業績係数 １．２４

負荷量 × １．０負荷量 × １．０

総合業績係数 １．２４総合業績係数 １．２４
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(2)業績考課の考え方(2)業績考課の考え方(2)

「考課ランクの決定」「考課ランクの決定」

ランクⅠ=１．３０以上総合業績係数 ランクⅠ=１．３０以上

１．３５

総合業績係数

１．３５

１．３０ ランクⅡ=１．２０～１．３５１．３０ ランクⅡ=１．２０～１．３５

１．２５ 係数１．２４ は、ランクⅡ､Ⅲ１．２５

１．２０ ランクⅢ=１．１０～１．２５

係数１．２４ は、ランクⅡ､Ⅲ
から選択

１．２０ ランクⅢ=１．１０～１．２５

１．１５１．１５

１．１０ ランクⅣ=１．００～１．１５１．１０ ランクⅣ=１．００～１．１５

１．０５１．０５

１．００ ランクⅤ=０．０９～１．０５１．００ ランクⅤ=０．０９～１．０５

０．９５０．９５

０．９０ ランクⅥ=０．８０～０．９６０．９０ ランクⅥ=０．８０～０．９６

０．８５０．８５

０．８０ ランクⅦ=０．８５以下０．８０ ランクⅦ=０．８５以下

重複型の考課ランク重複型の考課ランク

どちらにいれるかは、上司の裁量による判断。どちらにいれるかは、上司の裁量による判断。
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目標設定フェーズ目標設定フェーズ

考課者（マネジャー） 被考課者（メンバー）考課者（マネジャー） 被考課者（メンバー）

組織目標の設定組織目標の設定

過去の目標 資格・職種要件過去の目標 資格・職種要件

個人別期待目標の設定個人別期待目標の設定

組織目標共有ミーティングの実施組織目標共有ミーティングの実施

個人目標の設定通知メール送信 個人目標の設定
（目標管理シートに入力）確認

通知メール送信

（目標管理シートに入力）確認

マネジャー間の目標設定基準
すりあわせ会議すりあわせ会議

目標すりあわせ面談の実施目標すりあわせ面談の実施
（上司との個別面談の場で各人の目標設定）

個人目標共有ミーティングの実施個人目標共有ミーティングの実施

目標の遂行
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組織目標の登録組織目標の登録
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個人目標の登録個人目標の登録
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目標の共有目標の共有
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目標遂行フェーズ目標遂行フェーズ

考課者（マネジャー） 被考課者（メンバー）考課者（マネジャー） 被考課者（メンバー）

目標遂行・達成支援 目標遂行目標遂行・達成支援 目標遂行

通知メール送信
遂行状況把握 進捗報告など

通知メール送信

通知メール送信
確認アドバイスなど

通知メール送信
確認アドバイスなど

中間面談の実施中間面談の実施

目標の修正目標の修正

遂行状況把握 進捗報告など
通知メール送信

遂行状況把握 進捗報告など

通知メール送信
確認アドバイスなど

通知メール送信
確認アドバイスなど

評価
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設定目標毎の進捗管理設定目標毎の進捗管理
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目標遂行メモ目標遂行メモ
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結果と目標遂行過程の評価フェーズ結果と目標遂行過程の評価フェーズ

考課者（マネジャー） 被考課者（メンバー）考課者（マネジャー） 被考課者（メンバー）

結果と目標遂行過程振り返り通知メール送信 結果と目標遂行過程振り返り
（自己評価）確認

通知メール送信

（自己評価）確認

結果と目標遂行過程振り返り結果と目標遂行過程振り返り
（一次評価）（一次評価）

マネジャー間のマネジャー間の
評価基準すりあわせ会議評価基準すりあわせ会議

目標達成度すりあわせ面談の実施目標達成度すりあわせ面談の実施
（上司との個別面談の場で各人の目標達成度を確認）（上司との個別面談の場で各人の目標達成度を確認）

部門内／部門間調整会議部門内／部門間調整会議

評価の確定評価の確定

評価結果フィードバック面談の実施評価結果フィードバック面談の実施

次年度の目標設定
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自己評価の登録自己評価の登録
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上司評価の登録上司評価の登録
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コンピテンシー項目による職能考課フローコンピテンシー項目による職能考課フロー

考課者（マネジャー） 被考課者（メンバー）考課者（マネジャー） 被考課者（メンバー）

行動観察 行動観察行動観察 行動観察

通知メール送信
自己評価確認

通知メール送信
自己評価確認

一次評価一次評価

評価のすりあわせ面談の実施評価のすりあわせ面談の実施
（上司との個別面談の場で評価のＧＡＰ部分を確認）（上司との個別面談の場で評価のＧＡＰ部分を確認）

部門内／部門間調整会議部門内／部門間調整会議

評価の確定評価の確定

考課結果フィードバック面談の実施考課結果フィードバック面談の実施

行動観察
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コンピテンシー毎に事実を蓄積コンピテンシー毎に事実を蓄積
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コンピテンシー「評価シート」例コンピテンシー「評価シート」例
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人事管理機能人事管理機能
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ステータス別人数集計表ステータス別人数集計表
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社員検索機能社員検索機能
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人事用マスタメンテナンス機能人事用マスタメンテナンス機能
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その他 プロファイル機能その他 プロファイル機能
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その他 役割シートその他 役割シート
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その他 期待目標その他 期待目標
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マネジメント・ヘルパーのシステム構成マネジメント・ヘルパーのシステム構成

Web System のため、クライアント(PC端末)には、プログラムをインストールする必要がありません。Web System のため、クライアント(PC端末)には、プログラムをインストールする必要がありません。

マネジメント・ヘルパー サーバーマネジメント・ヘルパー サーバー

Web server ブラウザーブラウザー

InternetInternet

Magic application serverOracle DB server Magic application serverOracle DB server
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導入例導入例

 Ａ製薬会社Ａ製薬会社 社員社員70007000名名 Ａ製薬会社Ａ製薬会社 社員社員70007000名名 Ａ製薬会社Ａ製薬会社 社員社員70007000名名
日本全国日本全国のの拠点拠点をを一一つのデータベースつのデータベースサーバーでサーバーで管理。紙管理。紙ベーベー日本全国日本全国のの拠点拠点をを一一つのデータベースつのデータベースサーバーでサーバーで管理。紙管理。紙ベーベー日本全国日本全国のの拠点拠点をを一一つのデータベースつのデータベースサーバーでサーバーで管理。紙管理。紙ベーベー
ス・ス・ ExcelExcelでで管理管理していたものをしていたものを一元化一元化することですることで、制度、制度のの向上、効率向上、効率ス・ス・ ExcelExcelでで管理管理していたものをしていたものを一元化一元化することですることで、制度、制度のの向上、効率向上、効率
がアップがアップ。。がアップがアップ。。

Ｂ化学会社Ｂ化学会社 社員社員40004000名名 Ｂ化学会社Ｂ化学会社 社員社員40004000名名 Ｂ化学会社Ｂ化学会社 社員社員40004000名名
WebWebWebWebベースのシステムなのでベースのシステムなので、、クライアントにはクライアントには、、ブラウザだけあれブラウザだけあれWebWebベースのシステムなのでベースのシステムなので、、クライアントにはクライアントには、、ブラウザだけあれブラウザだけあれ
ばよくばよく、構築、構築がが容易。社員数容易。社員数がが増加増加してもしても管理管理がが容易。容易。ばよくばよく、構築、構築がが容易。社員数容易。社員数がが増加増加してもしても管理管理がが容易。容易。

ＣＣサービスサービス業会社様業会社様 社員社員 150150名名 ＣＣサービスサービス業会社様業会社様 社員社員 150150名名 ＣＣサービスサービス業会社様業会社様 社員社員 150150名名
専門専門ののTITI技術者技術者がが社内社内にいなくてもにいなくても、導入、導入・・運用運用がが容易。容易。専門専門ののTITI技術者技術者がが社内社内にいなくてもにいなくても、導入、導入・・運用運用がが容易。容易。
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マネジメント・ヘルパーの機能（１）マネジメント・ヘルパーの機能（１）

基本機能（目標管理）基本機能（目標管理）基本機能（目標管理）基本機能（目標管理）基本機能（目標管理）基本機能（目標管理）基本機能（目標管理）基本機能（目標管理）

●組織目標●組織目標
権限を与えられた社員（組織目標権限者）が、各評価期間毎に組織目標を設定・管理します。権限を与えられた社員（組織目標権限者）が、各評価期間毎に組織目標を設定・管理します。
登録した組織目標は、下位組織の目標、個人の目標へと連鎖させることができます。登録した組織目標は、下位組織の目標、個人の目標へと連鎖させることができます。

●期待目標●期待目標
上司が部下に期待する役割を明示し、部下が目標を設定する際に参照することができる上司が部下に期待する役割を明示し、部下が目標を設定する際に参照することができる
機能です。機能です。

●個人目標●個人目標
利用する社員が、各評価期間に個人目標を設定・管理をし、上司（評価者）が評価を行います。利用する社員が、各評価期間に個人目標を設定・管理をし、上司（評価者）が評価を行います。
登録した目標と上位組織の目標を連鎖させることができます。登録した目標と上位組織の目標を連鎖させることができます。

●目標共有●目標共有
登録された目標共有グループ内（組織内）で他のメンバーの目標内容を閲覧できる機能です。登録された目標共有グループ内（組織内）で他のメンバーの目標内容を閲覧できる機能です。
また、公開されている組織目標も閲覧できます。

●目標遂行メモ●目標遂行メモ
設定した目標毎に進捗状況等をメモとして蓄積できる機能です。設定した目標毎に進捗状況等をメモとして蓄積できる機能です。
返信機能があり、上司とメモのやり取りをすることができます。返信機能があり、上司とメモのやり取りをすることができます。

●想定評価（仮評価）●想定評価（仮評価）
異動者の移動前に設定した目標に対して、移動前の上司が一旦評価を行い、異動者の移動前に設定した目標に対して、移動前の上司が一旦評価を行い、
移動後の上司に引き継ぐことができる機能です。移動後の上司に引き継ぐことができる機能です。

●総合評価●総合評価
上期/下期、または目標/行動などで総合的な評価が行える機能です。上期/下期、または目標/行動などで総合的な評価が行える機能です。
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マネジメント・ヘルパーの機能（２）マネジメント・ヘルパーの機能（２）

基本機能（行動評価）基本機能（行動評価）基本機能（行動評価）基本機能（行動評価）基本機能（行動評価）基本機能（行動評価）基本機能（行動評価）基本機能（行動評価）

●行動評価（コンピテンシー評価）●行動評価（コンピテンシー評価）
利用する社員が、各評価期間毎に行動評価を設定し、上司（評価者）が評価を行います。利用する社員が、各評価期間毎に行動評価を設定し、上司（評価者）が評価を行います。
設問項目は職種別など自由に設定することが可能です。設問項目は職種別など自由に設定することが可能です。

●行動観察メモ●行動観察メモ
設定した項目毎にメモを蓄積できる機能です。設定した項目毎にメモを蓄積できる機能です。

基本機能（基本機能（そのその他）他）基本機能（基本機能（そのその他）他）基本機能（基本機能（そのその他）他）基本機能（基本機能（そのその他）他）

●社員プロファイル●社員プロファイル
研修歴や試験結果を設定・管理する機能です。

●分布表●分布表
評価傾向（評価の甘辛チェック機能）を閲覧できる機能です。評価傾向（評価の甘辛チェック機能）を閲覧できる機能です。

●メンテナンス●メンテナンス
氏名、メールアドレス、評価者等を自身でメンテナンスする機能です。氏名、メールアドレス、評価者等を自身でメンテナンスする機能です。

●ヘルプ●ヘルプ
システム上に操作マニュアルを装備しています。研修資料なども搭載することができます。システム上に操作マニュアルを装備しています。研修資料なども搭載することができます。
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マネジメント・ヘルパーの機能（３）マネジメント・ヘルパーの機能（３）

管理者用機能管理者用機能管理者用機能管理者用機能管理者用機能管理者用機能管理者用機能管理者用機能

≪検索機能≫≪検索機能≫

●多様な検索機能●多様な検索機能
様々な条件をキーに検索結果から、下記機能を利用することができます。様々な条件をキーに検索結果から、下記機能を利用することができます。
・社員の目標、評価結果参照 ・ステータス更新 ・最終評価ランクの修正 ・メール送信・社員の目標、評価結果参照 ・ステータス更新 ・最終評価ランクの修正 ・メール送信

≪運用／定着状況監視機能≫

●ステータス別人数集計表●ステータス別人数集計表
ステータス別で集計された社員数の表を表示します。ステータス別で集計された社員数の表を表示します。

●目標遂行メモ／行動観察メモ 登録状況チェック●目標遂行メモ／行動観察メモ 登録状況チェック
目標遂行メモ、行動観察メモの未入力チェックを行うことができます。目標遂行メモ、行動観察メモの未入力チェックを行うことができます。

≪一括更新機能≫≪一括更新機能≫

●ステータス一括更新／メール一括送信●ステータス一括更新／メール一括送信
ステータスや最終評価ランクを一括で更新、また併せてメールを送信することができます。ステータスや最終評価ランクを一括で更新、また併せてメールを送信することができます。

≪その他≫

●レポート●レポート
登録されている目標や評価内容、マスタ情報をレポートとして出力することができます。登録されている目標や評価内容、マスタ情報をレポートとして出力することができます。

●メンテナンス●メンテナンス
マスタ情報のメンテナンス画面を装備しています。マスタ情報のメンテナンス画面を装備しています。

●ヘルプ●ヘルプ
システム上に管理者用操作マニュアルを装備しています。
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マネジメント・ヘルパーの機能（４）マネジメント・ヘルパーの機能（４）

顧客別機能追加事例顧客別機能追加事例顧客別機能追加事例顧客別機能追加事例顧客別機能追加事例顧客別機能追加事例顧客別機能追加事例顧客別機能追加事例

お客様別に機能を追加した事例です。（別途見積り）お客様別に機能を追加した事例です。（別途見積り）

●役割シート●役割シート
目標管理シートとは別に、目標管理シートとは別に、
個人の役割や職務内容を個人の役割や職務内容を
設定・管理する機能です。設定・管理する機能です。

●賞与ウェイト･賞与ランク
給与用と賞与用と分けて給与用と賞与用と分けて
評価を利用する機能です。評価を利用する機能です。
ウエイト欄と評価入力欄がウエイト欄と評価入力欄が
２種類表示されます。２種類表示されます。
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