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型雇用の行方
働き方はどう変わる？日本
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日本型雇用

の行方
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働き方はどう変わる？

日本型雇用の崩壊が止まらない。リストラを始めとする
正社員の待遇悪化や、非正規労働者の処遇問題、幅広い
世代における就労問題など、課題は山積だ。解決策として
「正社員の解雇規制緩和」
「 労働者派遣法のさらなる見直
し」が議論の対象となり、
「 65歳までの雇用義務」が法制
化されたが、国民の十分な理解を得ているとは言い難い。
従来制度の見直しが避けられない情勢で、真に望ましい
政策や企業の対応について検証した。（本誌／鈴木健広）

若者や女性などのキャリア形成を支援する
「パソナグループ職博」でのメイクレッスン

50〜60歳代の中高年人材を派遣するパソナによる
「マスターズ人材サービス」の研修風景

ニュートラルな改革の実現で
日本の雇用を救え

規制改革会議の議長代理を務

める大田弘子・政策研究大学院

労働市場政策
「フレキシキュリ

大学教授は、北欧で推進された

労働者は迷っている︱︱さま

ティ」
を提唱する。
労働市場を流

のが先かという議論は無意味 」

労働者のような立場に置かれる

歳代男性は
「正規社員が非正規

（竹中平蔵・慶応義塾大学教授）

解雇ルールの導入は大変重要 」

動型政策にシフトするために、

見が続出。「労働市場政策を国際
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雇用改革に対する
期待と不安が交錯

ざまな業界で働く人たちに、雇

動させ、充実した職業訓練など

て、労働者を成長産業に移動さ

のセーフティーネットによっ

用制度改革に関する聞き取り調
査を行った感想だ。
「正規労働者の解雇規制緩和」
に

せるという考えだ。

大田教授は
「フレキシビリテ

対して、 歳代の食品メーカー
の営業担当者は
「金額さえ折り

ィー
（柔軟性）
とセキュリティー
何の手当もなく解雇されるよう

求めている。

として、いち早い改革の実現を
らせた。

ことになり、
断固反対」
としつつ

「組織全体に迷惑をかけている

産業競争力会議でも、「労働移

も、「労働者が危機感を持って仕

人に対して、会社が解雇を検討

倉庫内作業で生計を立てる

事に取り組むという意味では悪

しやすくなるようにしては」（新
現在、政府が主導する各種会

標準に合わせる」「世界経済に伍

浪剛史・ローソン社長）
などの意
議体では、多くの民間議員から

では非常に厳しい」
など、
雇用の

していくためには、現在の規制
が出されている。

解雇規制の見直しに関する意見

見せた。

くないのかな」と戸惑う様子を

20

であれば非常に困る」と顔を曇

で
「合理的とは思えない理由で、 （保障）
のどちらの政策を進める

合えば問題はない」
と話す。
一方

40

財務責任者
（ＣＦＯ）として、近

三浦善司新社長。これまで最高

任されることになったリコーの

この４月から、経営の舵取りを

までも政治の話なので、過度に

いと思います。
ただ、
それはあく

先でしょうが、率直に評価した

実体経済へ反映されるのはまだ

影響はあります。政府の施策が

今後大きく伸びるとは考えられ

のアウトプットに対する需要が

でしょう。先進国においては紙

を進めていかなければならない

盤事業についてはもっと効率化

に共通のサービスメニューを作

ェアになりました。グローバル

り、世界第２位のマーケットシ

ＭＤＳ は欧米で特に進んでお

ＩＴサービスなどがあります。

構築しつつあります。
一方、
ＩＴ

でサービスが提供できる体制を

藤史朗前社長
（現会長）
が行って

いハードウエアを提供するだけ

ていかなくてはなりません。良

り、グローバルにワンストップ

改革を粛々と行っていくつもり

サービスは日本国内が強く、海

ないので、新たなものを付加し

です。

では駄目で、トータルソリュー

外はローカルのＩＴ企業を買収

期待することなく、自分たちの

買収などを二人三脚で支えてき
構造改革にめどが付

ションによってお客さまへの提

したり、日本で培ったノウハウ

きた大規模な構造改革や、事業
た人物である。２０１３年度は、
き、ようやく攻めの経営に転換

供価値を高めていきたいと考え

をグローバルに展開し始めたと

三浦氏に今後の成長のためのキ

た今、攻めの姿勢を鮮明にする

指してきました。これからも同

成長を同時に実現することを目

三浦 これまで、体質改造と

まだ通用すると思いますので、

ってきたビジネスモデルがまだ

一方、
新興国では、
これまで培

だけではなく、トータルなサー

プリンターといった個別の製品

ころです。
われわれは、
ＭＦＰや

︱︱

利益１５００億円以上を目標と

できる状況になったようです

ています。

売上高 ２兆１千億円以上、営業
する第 次中期経営計画の最終
が。

ーポイントを聞いた。

ビスを提供していきます。

三浦 不自然な円高は日本全

中心とした基盤事業が、過去と

三浦 複合機
（ＭＦＰ）
などを

スのＩＴ導入や活用を請け負う

ト・サービス
（ＭＤＳ）
や、
オフィ

ょうか。

三浦

も、市場そのものが変化してき

勝てないというより

もはや勝てないということでし

︱︱ ハードウエアだけでは

積極的な投資によって拡大して
︱︱ 新しいサービスには具

様にやっていくつもりです。企

（聞き手・本誌編集長／吉田浩）

けるしか道はありません。規模

体的にどのようなものがありま

に関する運営管理業務を請け負

三浦 例えば、ドキュメント

の拡大だけではなく、何らかの

︱︱ 特に力を入れていく事

せん。

すか。

いくつもりです。

ハード単体ではなくトータ
ルサービスを提供
︱︱ 最近の景気回復ムード
や円安傾向などで事業環境は好
転していると思いますが、足下

体にとっても良くないし、私ど

比べて急激に拡大することはな

うマネージメント・ドキュメン

もは海外のビジネスが多いの

いと思っています。
ですから、
基

業領域は。

で、円安で業績にポジティブな

の情勢をどう見ていますか。

形で成長し続けなければなりま

業というものは、常に成長し続

年度にあたる。改革が一段落し
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