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1．「雇用の正常化」に向けて処遇改善進む

これまで弱い立場にあった被雇用者の処遇見

直しが進んでいる。例えば、パート、派遣・契約

社員など、いわゆる「非正社員」の待遇改善や、

「正社員」との格差是正、更に「非正社員」から

「正社員」への移行なども相次いでいる。国税庁

の 2006 年「民間給与実態統計調査」によると、

通年で勤務した給与所得者（4,485 万人）の平均

年収は 435 万円で、200 万円以下の人は 1,023 万

人と、4.4 人に 1 人の割合となっている。そのう

ちかなりの人がパート、派遣・契約社員などの

「非正社員」と見られる。業務内容は正社員と同

じでも、非正社員であるために給与、福利厚生面

などで冷遇されてきた人たちの処遇見直しが始ま

っているのである。

また、正社員でも処遇見直しが進行中である。

例えば、これまで管理職であった外食店の「店

長」の処遇を見直し、残業代支給に切り替えら

れている。これらは、従来弱い立場にあった被

雇用者の処遇を見直し、本来あるべき「雇用の

正常化」に向けた動きと言えよう。今年の春闘

では、「非正社員の待遇改善問題」がテーマに取

り上げられた。

（１）「非正社員」の処遇改善、格差是正へ

パート、派遣・契約社員などいわゆる「非正社

員」は、近年、急速に増加している。総務省の

「労働力調査」によると、2007 年平均の雇用者数

は 5,174 万人、そのうち、非正規の社員は 1,732

万人で、全雇用者の 33.5 ％と約 3分の 1を占めて

いる。5年前は 29.4 ％で、5年間で約 20％も増加

している（正規の雇用者はその間、1.4 ％の減少）。
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1 パート、派遣・契約社員など「非正社員」の処遇改善や、「店長」への残業代支給など、「雇用の正

常化」が進んでいる。日本経済から見ると、個人消費支出にプラスだが、企業にとっては人件費増

となり、新たな生産性向上策が必要となる。
2 わが国の企業は、製造現場の生産性は高いが、ホワイトカラー層など、間接部門の生産性は低く、

企業全体の生産性はそれほど高くないと言われている。そのため、間接部門でも生産性向上の意

識改革、一層の効率化が必要である。
3 IT を有効活用するには組織の見直しなど、今ひとつ工夫が必要である。また、コスト削減運動、

横串的機能、オフィス刷新でムダを削減している例がある。
4 今後は少子高齢化の進展で、若年労働力はますます貴重となり、生産性向上が不可欠となろう。
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非正社員は、ワーキングプアなど、生活費ぎ

りぎりでの生活を余儀なくされたり、雇用条件も

不安定なため結婚もできない人が多いと言われて

いる。上述したように、年収 200 万円以下の人が

多いと見られ、「正社員」との給与や待遇面の格

差が目立っており、大きな社会問題となっている。

これに対して、最近、大企業を中心に、改善、

是正の動きが相次いでいる。例えば、日本経団連

の御手洗会長の出身会社であるキヤノンは、率先

して製造現場での派遣社員を全面的に正社員に切

り替えることを決めた。子会社を含めて国内で働

く 1 万 2,000 人の派遣社員のうち、約 5 割を期間

社員として本年中に採用する方針である。こうし

た動きは、コマツ、ダイキン工業など、他のメー

カーでも広がっている（日本経済新聞 2008 年 3

月 16 日付け）。

また、りそな銀行は、男女を問わず「同一労

働、同一賃金」とし、本年 7月から実施すること

を決めた。職種による処遇の差をなくし、派遣社

員でも正社員と同じ仕事に携わっているなら正社

員と同じ時給にするものである。まさに「雇用の

正常化」である。

政府も、こうした動きを後押しし始めた。厚

生労働省は、中小企業の正社員化推進を助成する

制度を 4 月から新設した。4 月から「改正パート

タイム労働法」が施行されたことにもこうした背

景がある。非正社員の処遇改善は、今後、更に拡

大していく可能性がある。

（２）広がる給与体系の見直し

本年 1 月 28 日、東京地裁は日本マクドナルド

に対し、「店長」への残業代支払いを命じる判決

を下した。これは、社員に管理職として権限の伴

わない「店長」の肩書きを与え、深夜まで業務を

行っても残業代を払っていないことが問題とされ

たのである。社員を「店長」という管理職にする

と、若干の管理職手当てを支給するだけで、いく

ら残業しても残業代を払う必要がない。つまり、

どれだけ働いても人件費は一定で、勤務時間に比

例して増加しないので、営業時間をできるだけ延

長して「店長」を働かせれば売上高を増やすこと

ができる。それが月間 100 時間を超えるような過

重労働にもつながっていた。こうした慣行は、フ

ァーストフード業界に限ったことではなく、コン

ビニや他の小売・外食業、サービス業などでも多

く見受けられている。

かつて、わが国企業の管理職の多くは、残業

代なしで深夜までの長時間労働に耐えていた。

否、現在でも多くの企業の管理職はそれを当然

のように考え、働いている人が多い。それは、

会社への忠誠心を示すことにもつながり、それ

に耐えてこそ、将来、更に上の幹部へ昇進する

ことが約束されると、また、実現されると信じ

ているからである。

ただ、現在の外食業、小売業、サービス業な

どでは、「店長」の業務が過重労働となり、深夜

遅くまでの業務が日常化している。昔と同じよう

に、会社に対する誇りや、忠誠心を持って仕事に

従事している人はどのくらいいるだろうか。おそ

らく少ないのではないか。こうした状況は、外食

業、小売業、サービス業に限らず、他の多くの企

業にも大なり小なり見られるようだ。戦後の高度

成長期、「坂の上の雲」に向かって日本国民が将

来の所得増、企業での昇進が期待できた時代と、

それがあまり期待できなくなっている現代とは、

働く人の労働に対する意識に違いがあっても不思

議ではない。

こうした訴訟問題を契機として同業他社や他

のサービス業界でも「店長」の給与体系を見直す

動きが出てきた。すでにローソン、セブン・イレ

ブンなど、一部コンビニ業界では「店長」に残業

代を支給する方式に切り替えており、サービス業

界では給与体系の是正、過重労働に対する見直し

が急速に広まりつつある。最近恒例となった「元

日営業」も、ヤマダ電機では全店廃止を決めた。

これによる減収は 100 億円を超えそうだが、従業

員に対する過重労働是正、負担軽減を優先したの

である。
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（３）経済全体にとってはプラス

非正社員だけでなく、正社員も含めた雇用者

の待遇改善、格差是正、いわゆる「雇用の正常化」

は、国民が本来そうあるべき姿であり、望ましい

雇用環境に向かっての一歩と言える。また、わが

国経済全体から見てもプラスと考えられる。これ

まで、わが国経済は、景気拡大が続いたにもかか

わらず、今ひとつ盛り上がりに欠けると言われて

きた。これは、GDP（国内総生産）の半分以上

を占める個人消費支出が盛り上がりを欠いている

ことが大きい。雇用が増加しても、非正社員など、

所得の低い消費者が増加して、全体としての可処

分所得があまり増加していないことが背景の 1つ

にある。「雇用の正常化」が進めば、非正社員の

処遇改善、正社員化などによって所得が増加する

だけでなく雇用が安定化する。それにつれて、将

来に対する生活不安も多少緩和され、消費マイン

ドが改善し、消費に向かう割合も増えると期待さ

れる。したがって、非正社員の処遇改善は、企業

にとっては負担増となっても、わが国経済全体に

とってはプラスになると考えられる。

（４）従来は人件費削減による生産性向上が中心

一方、企業の「生産性」という観点から見る

とどうなるか。企業の生産性は、産出量／投入量

で測られる。産出量は、生産量、生産額、売上高、

付加価値など、投入量は、労働、資本、土地、原

燃料、機械設備などの生産諸要素が用いられる。

企業が生産性を向上させるには、産出量の増加か、

投入量の減少が必要である。90 年代以降、企業

の多くは、どちらかといえば産出量の増加よりも、

投入量の減少、とりわけ人件費に着目し、正社員

を減らし、派遣社員やアルバイトを雇って一般職

の業務を肩代わりさせたり、若手社員を管理職に

昇格させ、残業代を払わないで人件費を削減する

など、いわば、働く側に負担を強いた形で収益の

回復、生産性向上を図ってきたと言えよう。しか

し、上述したように、今後は、こうした安易な生

産性向上、収益改善に対して歯止めがかかってく

る。非正社員、正社員の処遇改善により、これま

でのような人件費削減を中心とした生産性向上は

次第に難しくなってこよう。「雇用の正常化」で、

これまで非正社員であった人などの勤労意欲が高

まり、生産性が上がることも考えられるが、それ

に大きく期待することはできない。企業として待

遇改善とコスト増をどのように両立させ、また収

益を確保していくか、新たな生産性向上策が必要

となってきたのである。

2．低いホワイトカラーの生産性

わが国製造業の生産現場の生産性は、世界的

に高いレベルにあると言われている。しかし、上

述したように、生産現場でも、今後は非正社員の

正社員化によって人件費負担が増加することにな

り、そのための新たな生産性向上策が必要である。

更に、生産現場以外の部門、例えば事務・管理部

門や研究・開発部門、マーケティング部門、営業

販売部門など、いわゆるホワイトカラー層で構成

される、間接部門の生産性のレベルは、世界的に

見てあまり高くないと言われている。今後、こう

した非製造部門、間接部門でも派遣社員や、パー

トの正社員化の動きが進行してくるので、ホワイ

トカラー層の一層の効率化、生産性向上策も必要

になる。

（１）番組制作に見る生産性の事例

まず、分かり易い例を考えてみたい。テレビ

のドキュメンタリー番組は、実際放映される時間

の何十倍、何百倍の収録の中からその部分をプロ

デューサーが選択し、作られることが多い。1 時

間番組や、30 分番組ではそうしたこともやむを

えないと思うが、放映時間が 10 分強でも、同様

に多くの時間をかけて収録を行っているケースに

最近、たまたま出会った。NHK のように必ずし

も収益にこだわらなくても良い国営放送ならそれ

でも容認されるが、民間放送の場合は、ある程度

収益性を考えるべきである。プロデューサーとし

て、芸術家的な立場からできるだけ良いものを作
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りたいという意欲は理解できるが、経営的な立場

でどこまで費用対効果を考えているか、おそらく

考えていない場合が多いのではないか。そのため

に、収益が上がっていないことが多いのが実情で

ある。これも、放映時間が短い場合には経営者・

管理者として的確な判断、指示が要求される。こ

れは、企業の事務・管理部門や、研究・開発部門

などにも共通する例であろう。

（２）事務・管理部門にも生産性の意識

「生産性」向上は、生産現場では至極当然であ

り、重視されている概念、考え方であるが、その

他の部門、例えば、事務・管理部門ではこれまで

あまり意識されてこなかった。目先の仕事はコス

ト、時間がかかっても優先して行い、企業・事業

の競争力向上、業務の生産性は二の次という意識

は、経営・管理部門、企画・マーケティング部門

などの間接部門で多かれ少なかれ共通している。

具体的な例として、資料作成の場合を考えて

みよう。社外向けや売上に結び付く資料であれば、

作成に時間がかかることもやむを得ない。しかし、

社内向け資料の場合でも同様に膨大な時間、労力

を費やすことが多いことはないか。いろいろな社

内発表会、会議の資料も、パソコン、パワーポイ

ントの活用で便利になった一方で、膨大な資料作

成や、リハーサルなどでスタッフは大忙しとなっ

ているケースが多い。こうした点は、もっと費用

対効果を考えて作成すべきである。そうすれば、

もっと要員・時間を売上増に直結する業務に投入

でき、収益向上にも貢献できよう。

（３）研究・開発部門にも費用対効果の意識

また、研究・開発部門では、より優れた技術、

差別化技術を開発する場合、技術の質をいかに高

いものにするかが重視され、企業における研究開

発本来の目的を忘れ、それに費やす時間、コスト

などは二の次とされることが多い。つまり、研究

員は、時間をかけて多くの内外最新技術情報を集

め、優れた技術開発のために昼夜を問わず開発業

務に奮闘することになり、そこに開発技術が適用

される製品の競争力、生産性向上という意識が入

り込む余地はほとんどなかった。もちろん、あま

り費用対効果を意識すると、イノベーションや新

製品が生まれないという懸念があるので、そう単

純ではないが、それでもある程度は費用対効果を

意識すべきであろう。

（４）上司の意識改革が重要

これらに共通して最も重要な問題は、上司の

意識である。会社では、スタッフの上司、部長や

担当役員の意識、考え方が生産性に大きく影響し

ている。つまり、できるだけ良いものを作ろうと

する意識はすこぶる大切であるが、上司は部下に

何度も資料の修正を要求し、不必要なまでに膨大

で立派な資料の作成を行わせるなど、その費用対

効果を十分考えて業務を行っているかどうか、大

きな疑問である。部下としては、的確な指示がな

ければ、いろいろなことを勝手に想定して、抜け

がないように時間をかけて仕事をせざるを得な

い。したがって、こうしたムダを減らし、業務の

効率化を図るには、上司の意識改革が必要である。

仕事を命じるに際しては、社外向けか社内向けか、

あるいはその資料の重要度に応じてムダな作業を

しないように部下に的確に指示をすべきであろ

う。これが業務のムダを少なくし、効率を上げる

近道である。

（５）実効ある IT化、知識・能力の向上を

会社全体の生産性を上げるには IT 化が必要で

あると言われている。しかし、現実としてどこま

で生産性が上がっているのか疑問である。確かに、

IT 化でパソコンが頻繁に使われ、連絡や資料の

作成などは以前と比較すれば格段に良くなった。

しかし、米国と比較すると、こうした部門の生産

性は必ずしも高くない、否、逆に低いと言われて

いる。それはなぜか。例えば、パソコンによる

IT 化が効率を生みやすい組織は、各人の業務分

担・責任が明確化したフラットな組織であろう。
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しかし、わが国では役員、部長、次長、課長、課

長代理、主任など、縦型の組織で意思決定が遅く、

かつ業務分担が明確化していないことが多い。こ

れでは、IT 化のメリットが十分生かしきれてい

ない可能性がある。

また、わが国企業では、業務が社内ローテー

ション的に変わることが多い。社内のゼネラリス

ト育成という観点からだが、これでは社外にも通

用する知識・能力を持った専門家、効率よく業務

がこなせるプロが育ちにくいというマイナス面も

ある。これも生産性という点では問題がないとは

言えないだろう。

このように、わが国企業の良い面を残しなが

らも、IT 活用による生産性向上を図るには今ひ

とつ何か工夫が必要ではなかろうか。

このように、「雇用の正常化」が進行する中で、

今後、わが国企業が更に生産性を向上させ、競争

力を高めていくには、製造業では生産現場の生産

性のみならず、スタッフ部門、ホワイトカラーを

も含めた間接部門の生産性向上が不可欠となる。

また、サービス業では、単なる人件費削減ではな

く、イノベーションや新しいシステムの開発、IT

の更なる活用など、新たな生産性向上策が必要と

なろう。

3．ムダの排除、連携強化などによる生産性向

上の事例

生産性向上は、分子のイノベーションや、新

製品開発による売上の増加を目指すことが望まれ

るが、分母でも人件費以外のムダを省くことで実

現できる。そうした事例を以下、いくつか見てみ

たい。

（１）コスト削減活動

A 社は、「コストバスター活動」を行っている。

テーマは「明るく、楽しく」で、1 年目 1,200 億

円、2 年目 800 億円、3 年目 500 億円のコスト削

減ができた。例えば、リフトに A 社のロゴが付

いているが 1 カ所で 3 万円の費用がかかってい

る。それを全社的に波及してやめることによって

コストを大幅に削減することができた。IT で社

内情報を流し、全社的にそれが分かるようにして

いる。また、これを人事担当部署が管理・運営す

ることによって、社員からは「評価に反映される

のでは」との期待感もあり、大いに効果が上がっ

ている。卑近な例では、宴会ではビールを発泡酒

に替えたという。

（２）横串的機能

B社には「ものづくり革新推進室」がある。巨

大企業の場合、組織が大きく、事業本部を中心と

した縦組織になり、それ以外の組織が何をやって

いるかが見えにくくなる。例えば、ある事業部で

画期的な方法が見付けられても、それが他の組織

に応用されることが少ないことがある。そこで横

串的な組織を作り、ある事業所の優れた点が他事

業所にも分かるようにしたので、ムダが省け、生

産性が向上した。

（３）オフィスの刷新

C 社では、オフィスの大改革を実施している。

個人の机・椅子はなく、毎朝出社すると、好きな

ところに座ることができる。そして、自分が保存

できる資料は段ボール箱 1 ボックス分だけであ

る。そのため、無駄な書類を持つことができず、

書類のムダをなくしている。これによって、10

数年連続で増益を続けている。

これらはムダを排除し、結果的に生産性、収

益を向上させている例であるが、イノベーション

以外にも、生産性、効率を上げる方法は多い。

4．人口減少時代を迎え、生産性向上がますま

す必要に

わが国はいよいよ人口減少の時代が本格化す

る。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれ

ば、わが国の人口は、2030 年には 2005 年と比べ

て約 10 ％減少する。更に、都道府県別・地域別

に見ると、微増となるのは、沖縄、東京だけで、
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東北地方では約 18 ％、とくに、秋田県は約 26 ％

も減少するとのことである。

私事で恐縮だが、筆者の出身小学校は富山県

高岡市にある。校下（校区）は市の中心部で、同

級生は商店主やサラリーマンの子女が多かった。

小生の同級生は 5クラス、約 260 人であった。最

近、出身小学校の PTA 会報をたまたま見る機会

があって驚いた。今春卒業した 6年生は、なんと

わずか 19 人である。旧市街地の空洞化、高齢化

が想像をはるかに超えて進展していることを示し

ている。これでは、駅前商店街も「シャッター通

り」になり、閑散としていることも十分納得でき

る。これは、高岡市の例であるが、他の多くの地

方都市でも大同小異であり、更に、大都会の中心

部でも小学校の統廃合等、空洞化が進展している

のである。これを考えると、わが国の人手不足は

いよいよ深刻化し、とくに若手の労働力は貴重と

なり、人材を効率よく使う必要が出てくる。

昨年、政府の経済財政諮問会議では、「成長力

加速プログラム」を正式決定したが、その中で労

働生産性の伸び率を過去 10 年平均の 1.6 ％から 5

年間で前年度比 2.4 ％に高める目標を設定した。

こうした意味でも、あらゆる分野でイノベーショ

ンなどによる生産性向上が重要になってこよう。
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