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2012年の日本の労働生産性（ 就業者1人当たり名目付加価値）は、71,619ドル 
（購買力平価換算）で、OECD加盟 34ヵ国中21位と低迷しています。特に、ホ
ワイトカラーの労働生産性の低さが問題視されており、企業は生産性向上に向
けた取組みを行っているものの大幅な改善に至っていない事例が散見されます。
本稿では、労働投入量の削減と付加価値増大の両側面において必要となるアプ
ローチを解説するとともに、労働の主体である人材マネジメントのあり方につ
いて述べています。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめお断り
しておきます。

 

【ポイント】
◦  高度プロフェッショナル制の導入や裁量労働制・フレックスタイム制の適

用拡大といった労働時間管理だけで、労働生産性は大幅には改善しない。
◦  業務効率化施策を中心とした投入労働量の削減だけではなく、イノベー

ション等による付加価値創出や付加価値増大こそがホワイトカラーの労働
生産性向上のカギとなる。

◦  効率性が求められる業務と付加価値貢献度が高い業務を切り分けて、それ
ぞれに適したマネジメントを行うことが重要である。

Ⅰ 労働生産性とホワイトカラー 
エグゼンプション

一般的に日本企業においては、工場など生産現場のブルー
カラーと比較してホワイトカラーの労働生産性の低さが指摘
されています。

労働生産性（Labor Productivity）とは、投入した労働量（人
的資源）に対してどれだけ付加価値を産み出したかによって算
出されます（図表1参照）。したがって、労働生産性を高める
ということは、より少ない人的資源でより多くの付加価値を産
み出すということになり、労働生産性の向上は売上高利益率
の向上に寄与することになります。
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図表1　労働生産性算出式

労働生産性＝
付加価値総額 付加価値総額

労働者数（FTE※）
労働生産性＝

総労働時間
または

※ FTE（Full-Time Equivalent）とは、1 人の常用労働者が処理することので
きる仕事量のこと。

【例】 常勤労働者の勤務時間が週 40 時間の場合、週 20 時間勤務の短時間
労働者 4 名は 2.0 FTE に相当する。
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ところが、多くの企業でホワイトカラーの働き方についての
取組みがなされているにもかかわらず、労働生産性の大幅な
改善に至っていないことが多いように思われます。

平成24年経済センサス（総務省・経済産業省2014年2月26
日改訂）によると、全産業の付加価値の合計額、およそ244兆
6670億円のうち、第三次産業が占める割合が70.1%となって
いることからも、生産職や技能職といったブルーカラー以外の
職種について労働生産性を向上させることが日本経済におい
ても重要な課題であることがわかります。

これを受けて、厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会
が2015年2月13日に取りまとめた報告案（今後の労働時間法
制等の在り方について）において、ホワイトカラーの労働生産
性向上を後押しするための施策として、フレックスタイム制お
よび裁量労働制の見直しに加えて、特定高度専門業務・成果
型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設を提言してお
り、これらは第189回通常国会に労働基準法の改正法案として
提出・審議される見通しとなっています。

この制度はいわゆるホワイトカラーエグゼンプション（White 
Collar Exemption：ホワイトカラー労働時間規制適用免除制度）
と呼ばれるものであり、一定の年収要件を満たし、職務の範
囲が明確で、高度な職業能力を有する労働者について、時間
外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の
支払義務などを適用除外とする制度です。

労働生産性を高めるための施策の1つに労働投入量の低減が
あり、ホワイトカラーエグゼンプションを適用すれば必要以上
の労働時間を投入するインセンティブが弱まり、結果として労
働投入量（労働時間）が削減できるということが期待されます。

ただし、ここで注意しなければいけないのは、ホワイトカ
ラーエグゼンプションによって残業代を削減することで労働分
配率（付加価値額に占める人件費の割合）を直接的に抑制する
ことはできても、労働時間自体を削減することにつながらなけ
れば、依然として労働生産性は改善されないということです。

もちろん労働分配率は経営において重要な管理指標なので
すが、労働生産性とは異なる指標として管理するものになりま
す。したがって、ホワイトカラーの労働生産性を改善・向上す
るためには、依然として労働時間管理以外のアプローチを検
討しなければならないのです。

Ⅱ 労働生産性向上のためのアプローチ

1. 投入労働量の低減

労働生産性を向上させるためのアプローチは2つあり、まず
は労働投入量を減らすことが考えられます。より少ないイン
プットで一定の付加価値を産出するために、設備投資や情報
システム投資を行うことにより人員削減や労働時間・時間外労

働を抑制・削減したりするアプローチであり、生産現場が高
い労働生産性を実現できているのはこれに拠る部分が大きい
とされています。もちろん、労働生産性が向上する代わりに資
本生産性（有形固定資産が産み出す付加価値の割合）が低下す
るということになるので、投資効果を見極める必要はあります
が、ホワイトカラーの仕事においても同様の効果が見込めるこ
とになります。

標準化可能な業務プロセスを情報システム化することで労
働投入量を大幅に減らす取組みはこれまでも行われてきたこ 
とですが、情報通信技術（ICT：Information and Communication 
Technology）の継続的な進化と低価格化により、新たな情報シ
ステム投資を行うことで更なる業務効率化を図ろうとする事例
が散見されるようになりました。

たとえば、ウェブ会議システムを導入することで参加者が会
議に出席するための移動時間や日程調整に費やす時間を削減
したり、デスクトップ仮想化技術（Desktop Virtualization）を
活用することでセキュリティを確保しつつ自宅や出先でも会社
と同等のPC環境を構築したりすることなどが可能です。また、
これと並行して業務プロセスを見直すことで業務効率化を行
うことも効果的な取組みと言えるでしょう。

これを行うためのよく知られたフレームワークとして、ビジ
ネスプロセス・リエンジニアリング（BPR：Business Process 
Re-engineering）があるのはご存じかと思います。

これは、企業活動や業務の流れ（ワークフロー）を分析し、
組織・職務・ワークフロー・マネジメントシステム・情報シス
テムを再設計することで業務プロセスの最適化を図ろうとする
ものですが、それにはまず対象となる業務をコア業務（付加価
値貢献度が高い業務）とノンコア業務（付加価値貢献度が低い
業務）に切り分ける必要があります。

たとえば、営業の仕事で提案書作成業務を付加価値貢献
度が高いコア業務とする一方で、受注処理業務は付加価値
貢献度が低いノンコア業務と定義するといった作業を行うの
です。これの作業には活動基準管理（ABM：Activity Based 
Management）の手法を用いるのが効果的だとされています。
活動基準管理とは、活動単位に業務プロセスを分類して各々
のコストを算出する活動基準原価計算（ABC：Activity Based 
Costing）に基づいて活動ごとに把握された原価情報などを活
用し、コストの視点から業務プロセスの見直しを図る手法で
す。活動単位の分析を通じて、付加価値貢献活動とそうでな
い活動が明確化されるということになるわけです。

次に、このようにして整理したコア業務・ノンコア業務に
おいて、それぞれ標準化できる業務と標準化ができないか難
しい業務とを分類します。これで業務分類は2×2の4パター
ンとなり、「ノンコア業務かつ標準化ができる業務」→「コア
業務かつ標準化ができる業務」といった優先度をつけて業務プ
ロセスの適正化に着手することになるわけです（図表2参照）。
ただし、標準化が難しいコア業務については業務プロセスの
見直しは慎重に行わなければならないでしょう。付加価値貢
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献度が高い業務は組織業績に与えるインパクトが大きいため、
業務プロセスの見直しが大幅な収益向上をもたらすこともあ
れば、その逆もあるからです。

なお、ノンコア業務かつ標準化できる業務については、シェ
アードサービス化（Shared Service：事業ごとに重複して持
つ同様の業務プロセスを集約して効率化を図る手法）やビ
ジネスプロセスアウトソーシング（BPO：Business Process 
Outsourcing）の検討俎上にのせることになります。基本的に
ノンコア業務はシェアードサービス化して別会社として切り出
すか、アウトソースした方が労働生産性は確実に向上すること
になりますが、最終的にはコストメリット等を総合的に判断し
て意思決定する必要があります。

また、改正高齢者雇用安定法が2013年より施行されたこと
により、本来はアウトソースすべき業務を高齢者雇用の受け
皿として残したり、すでにアウトソースした業務を再び取り込
む“インソーシング”を検討したりする事例も増えてきており、
問題がより複雑化していると言えるでしょう。

ここまで挙げてきた設備投資、BPR、シェアードサービス、
BPOといった取組みに加え、実際に業務を遂行する人材への
働きかけも当然ながら必要です。業務プロセスが最適化され、
設備投資等により効率的に働く環境が整ったとしても、その業
務プロセスを効率的に実行するために必要なスキルが十分な
ければ意味がないからです。つまり本来期待しうるアウトプッ
トを得るためには、業務プロセスを遂行する人材のスループッ
ト（単位時間当たりの処理能力）を改善・向上しなければなら
ないということです（図表3参照）。スループット改善のため
に、まずすべきことは、スキル研修を充実させることに尽きま
す。この研修は個別の業務プロセスに紐付いた具体的なスキ
ルや知識が習得できるものでなければなりませんし、加えて
陳腐化対策のために定期的に研修内容を見直す必要もあるで
しょう。

また、効率的に働こうという動機づけが弱ければ当然なが
らスループットも低くなります。意識改革を図るために、いわ
ゆる“ノー残業デー”を設定したり、夜間残業を禁止する代わ
りに早朝出勤を奨励したりするなどのキャンペーンを実施する
ことも考えられます。ここで重要なのは、意識改革は効率的に
働くための環境が整ったうえで実施しないと意味がないという
ことでしょう。

なお、意識改革だけでは行動変革（動機づけ）に結びつかな
いことも多々あるので「業務効率性」を人事評価基準に採用す
ることも検討するとよいかもしれません。効率よく働くことへ
の動機づけを強化するためには、適切なインセンティブとペナ
ルティを与えることは重要です。

ここまで説明したように、多くの企業において労働生産性向
上といえば、このようなインプット削減施策を採ることが一般
的だと思います。しかしながら、このアプローチが有効なの
は、インプット量とアウトプット量の相関関係が相対的に高く、
産出される付加価値に一定の限度があるブルーカラーの仕事

（主として生産工程職、輸送・機械運転職、建設・採掘職、運
搬・清掃・包装職等）やホワイトカラーでも反復定型業務であ
る点に注意が必要です。このアプローチだけでは、労働生産
性を高めるもう1つの視点である「付加価値増大」を実現する
ことができないからです。

2. 付加価値の増大・創出

ブルーカラーとは対照的に、ホワイトカラー（経営管理職、
企画職、技術職、研究開発職等）およびグレーカラー（グレー
カラーとは社会学上の分類であり、販売職、サービス職、保
安職等を指す）の業務はインプットと付加価値の相関関係が低
く、業務効率を上げることが必ずしも労働生産性の向上に直
結するとは限らないことから、投入量の低減とは異なるアプ
ローチをとる必要があります。

日本企業のホワイトカラーの労働生産性が低いのは、効率よ
く働いていないからだけではなく、ホワイトカラーが産み出す
付加価値が決して高いとは言えないことも一因となっているの
ではないでしょうか。

図表2　業務プロセス適正化の優先度

慎重に検討 優先順位「中」

労働生産性改善の
余地の見極め 優先順位「高」

付
加
価
値
貢
献
度

低

高

低

高

業務標準化可能性

図表3　スループット改善イメージ

Input 

Throughput Output 

スループット改善

Throughput Output 

Input 

期待どおりの
パフォーマンスと
なっている状態

スループットが
ボトルネックに
なっている状態

業務プロセス 能力・スキル パフォーマンス
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業務効率化により労働生産性を上げようとするアプローチは
高度経済成長時代の成功モデルである「キャッチアップ型」経
営においてより効果的なのであって、新興国から逆にキャッチ
アップされるようになったからには、付加価値創造に重きを置
いた「イノベーション型」経営に舵を切らなければならないと
いう指摘がされています。

これは、イノベーションが起きず、付加価値の低い商品や
サービスしか提供できないために価格競争をせざるを得ない
企業は、結果として労働生産性を上げることができないという
ことになります。

一般的にイノベーションは「新技術の発明」というイメージ
がありますが、その本質は、物事の「新結合」「新機軸」「新
しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」を創造する行
為であり、その結果として意味のある新しい価値が産み出さ
れることにあります。したがって、あらゆる業種や業務プロセ
スにおいてイノベーションは起きうることになるわけです。た
とえば、学校経営においてもプロダクト・イノベーション（新
しい商品やサービスを開発することによって競争優位を確立
するもの）が起きうるし、間接業務においてもプロセス・イノ
ベーション（プロセスの変革により競争優位を確立するイノ
ベーション）が起きうるということです。

そういうことであれば、ホワイトカラーの労働生産性向上に
おいて必要なのは、付加価値貢献が低い業務（ノンコア業務）
に対する労働投入量を削減したうえで、イノベーションを含む
付加価値貢献が高い業務に、より多くの労働量を投入すると
いうアプローチになります。

これを実践するためにはまず、組織・職種単位で業務分析

を行い、インプット量低減が効果的な業務と付加価値産出へ
の貢献度が高い業務を切り分けたうえで、前者については先
に述べた業務量適正化の取組みを、後者については付加価値
を産み出すために必要な人事マネジメント（人材採用・育成・
最適配置・動機づけ）を構築・運用することになります。

イノベーション型経営においては知的資産が持つ重要性が
極めて高いことから、知的資産を産み出すうえで必要となる
人的資本（Human Capital）を最大化する人材マネジメントの
仕組みを構築しなければなりません。そのためには、経営ビ
ジョンや経営戦略を実現・実行するうえで重要な職務（Critical 
Positions）を特定し、その職務を有能に遂行しうる人材を確保・
育成・活用するための要員計画を策定・実行することが必要
なのです。 

Ⅲ 要員計画と人事マネジメント

1. 要員計画の策定

人事マネジメントとは、経営ビジョンの達成や事業計画の実
行のために行う人的資源（Human Resources）のマネジメント
であり、経営ビジョンや事業計画に必要な人的資源を特定し、
それを滞りなく確保→開発→活用→代謝することが主要活動
となります。このうち「経営ビジョンや事業計画に必要な人的
資源を特定する」部分が、要員計画の策定にあたります。

要員計画は人事マネジメントにかかる諸施策を策定・実行

図表4　�経営ビジョン・事業計画と要員計画～人事マネジメントの関係図

質的ギャップ量的ギャップ

経営ビジョン

事業計画

人材要件

必要（目標）人員
to be

現有人員
as is

要員計画

人材開発

報酬制度

評価制度

採用・雇用施策
（インフロー）

代謝施策
（アウトフロー）

異動・配転
（インナーフロー） ギャップ
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するうえでの拠り所となるため、要員計画の「確からしさ」が
労働生産性を大きく左右すると言っても過言ではありません。
この確からしさとは、投入労働量（要員数）だけでなく、会社
の事業や機能に必要な要件（スキル・知識・経験など）を満た
す人材とはどのようなものかという質的な側面も担保されてい
るかということです。

要員計画は、事業計画を短期的・中長期的に遂行していく
うえで経営資源としての人材が最適配置されている「あるべき
状態」を設定し、現状とのギャップ分析を行い、ギャップを埋
めるための人材マネジメントに展開することを目的に策定・実
行されるものなのです（図表4、図表5参照）。

2. 人材要件の定義とマネジメントの方向性

要員計画の質的な側面を担保するためには、人材要件を定
義する必要があります。これは、職務記述書（Job Description）
とも呼ばれているものであり、通常はポスト・職務毎に定義し
ます（ホワイトカラーエグゼンプションを導入する際には、職
務記述書で職務内容を規定することが一般的です）。

日本企業に浸透している職能資格制度では「階層毎」に職種
横断的な人材要件を定義することが一般的ですが、事業や職
種の特性を無視して普遍的・汎用的な人材要件を定義すると、

要員計画の質的側面での精度が落ちてしまうので注意が必要
です。

人材要件は職責（職務上の責任）と能力（職務遂行能力）
の2項目で定義するとよいでしょう。職責は、アカウンタビ
リティ（Accountability：結果責任）とレスポンシビリティ

（Responsibility：遂行責任）に大別され、第一義的には付加価
値増大・創出を求められる業務にはアカウンタビリティが、効
率的な働き方が求められる業務にはレスポンシビリティが求め
られます。

結果責任とは文字どおり結果に対する責任であり、通常は
RBM（Result - Based Management：成果重視のマネジメント）
が適用され、プロセスマネジメントの対象とはなりません。そ
れに対して、遂行責任とは結果を出すためにすべきこと＝プロ
セスを遂行する責任であり、プロセス統制型のマネジメントを
行うのが一般的です。

日本企業で働くホワイトカラーの労働生産性が低い理由とし
て、日本企業にマイクロマネジメントを好む傾向があることが
挙げられています。

しかし、こまめに「報連相」を行わせることが業務効率を低
下させ、付加価値を産む業務に十分な時間が当てられないよ
うでは本末転倒になってしまいます。このようなことにならな
いためにも、職務毎に求められる責任のタイプを仕分け、そ

図表5　要員計画の策定と人材マネジメント施策への展開プロセス

経営ビジョンの確認

採用計画の実行

採用計画の実行

人材開発計画の実行

人材ギャップの
把握と要員最適化
施策の立案

要員計画表・
要員配置表の策定

積上げによる
要員数算出

財務指標から
要員数算出

中期事業計画の確認

人材要件の定義

●中期事業計画に基づき、必要と
なる人材スペックを定義

●中期事業計画を前提とし、あ
るべき組織・業務デザイン
に基づき、必要となる要員数
を事業 / 組織ごとに算出
•業務に必要な労働量の

確認
•業務に必要な人員数の

把握

●経営・財務的な指標から、
中期的な人員数のあり方を
検討
• 中長期の経営目標の把

握
• 労働分配率、付加価値等

の把握
• 損益分岐点分析による人

員数の算出

●事業／組織別の要員計
画表 (to be) の作成

●現時点の要員配置表
（as is）の作成

●要員計画表と要員配置
表 (to be /as is )の比
較を行い、量的・質的な
ギャップを把握する

●ギャップを埋めるための
要員適正化施策を立案
する
• 人材採用計画
• 人材配置計画
• 人材開発計画

●人事異動
●役職任期／定年制
●早期退職　…など　

●戦略的ローテーション
●研修体系
●複線型キャリア開発　…など

●雇用ミックス
●新卒採用
●キャリア採用
●事業買収　…など

人材要件の提示

積み上げ要員数を精査

長期要素を加味
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れぞれに適したマネジメントを行うようにしなければなりませ
ん。そのためには、全社一律の評価・処遇制度や労働時間管
理のあり方を見直すことも検討するとよいでしょう。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMGコンサルティング株式会社
ディレクター　寺﨑　文勝
TEL: 03-3548-5550 （代表番号）
Fumikatsu.terasaki@jp.kpmg.com

実践 人事制度改革
今、解決すべき 14 の課題と対応実務

2015 年 2月刊
【編】�労務行政研究所
【著】�寺﨑文勝（KPMGコンサルティ

ング）ほか
労務行政
312頁　3,600円（税込）

グローバル化と労働人口の減少、超高齢化が進む中で、国内
の雇用環境も大きく変化しています。人口減少のインパクトを
軽減するため、人事制度のトータルな見直し、ワーク・ライフ・
バランス施策や働き方改革に関心が集まっています。
本書では、現状において人事担当者が知っておくべき人事課題
とその解決法、およびこれら課題を踏まえた制度見直し、再構
築を進めるうえでの実践ノウハウについて、可能な限りわかり
やすく解説しています。
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