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愛なき33歳こじらせ女子に助⾔

Osaka to Kuala Lumpur

Malaysia Airlines

All-Inclusive Fares. Offer Ending 
Soon. Hurry & Book Now!

From ¥50,000 
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大手烹」蔓業|二よるリス卜う間題・・・会社が推し進める恐るベき手ロ とは うイブドアニユ ペ
ぐ撃

君ノ

二ユース検葉

二二Lース 卜ツブ 用内 社蔓歪 解扈・ 凵ス 卜う 畠気 ・ 个蛋気 経官 ・ マ宅ラメ>卜 ぴつ 〈 り(万コ櫑)!

天卿拙〓 大手企業によるリストラ間題m会社が推し
曼 ー 進める恐るべき手口とは

實
ロ 奮

ー牢 2口1z苳年9月Z5日 9B嵜1扮

日本の大手ブ上丶業のリス 卜ラが[遷槍[遷わとt曽えてし\る

ー般的【こは円pと呼ノ蔓蔓手蔓去で丶 画期的な リス 卜ラを実施[ノている

丿x事評価が低し丶社員に改善目標を設定[ノ丶 末遷成なtう遇朧[ノても遁ううイ士組み

お†すめ く囗 ツィート

〉欠は自分? 「黒字なの(こZ割夕ビj 縮得でき
るか
乙口工4年9月Z5曰 9日きl5分 ブレジデン 卜フ丁>うイ>

「D」ニリ7暑奮鱸の2轟椒リスI・慶I穐
轟る)轟轟ァIIv レュlー蘆;ー咽貫轟i′l轟業振好請でもリストヲする東芝丶 曰立化成丶 エー

ロ f董轟麒轟轟i轟【 轟 貫十ロ 咽〓寶 轟 寶サィ �B
こ こ 【二きて曰本の大手釘上\業の リス 卜うがi、篆わi、篆わと

�B �% �$
i曽ぇている。

貫

スマホの業續不据で今朋の赤字を見込むソ二ーが約 蔓
1OOo人の削減、 音饗 ・ 映ィ象機器部P壺lの売去口にィ半ぃ
内外約15OO丿&を削減するパィォ二ア、 パソコン事業 �B
の赤字で9OO丿丶を削減する束芝なとである。 鷺簀・轟轟 奇 置

写冥去広大

【ノかも、 目を彊|〈のは赤字正業【こ限らないことだ。

従来のリス トうは赤字が深刻化【ノ、 世つぱ言吉まつてリス 卜うに踏み切る正業が多かつ

た。

だが丶 ソ二ーは別【こしても丶 束芝丶 丿實イフ「二アはし\ずれも20工三年度決算は黒字。 7月

【こ40歳以上の社員工OOO人の削減を発表した曰立化成も士曽収士曽益である。 2014年上半

期 (lー6月) lご彊丁ヲ望 ー 早期遅朧者の寡集実施を公表した上場′」」蓄業のうち丶 工ーづゴ遁イ

(応寡3雀う6丿x) 丶 三壺製紙ダ丿|ノーブ (三叩人) 丶 大陽曰酸 (1叩丿又) といつた大手琵上\業

も黒字【こもかかわらず丶 リストうを実施している。

その青景【こは会社がイ諸かつ てしNる今ごそ将来を兒据天.て不操算事業なとの賓肉を削ぎ

落とそ う という ものだ。 政府の経済財政語間会壽義は業濫貢が回復した今ごそ業界再編†丶コ

事業措造改革【こ着手すベき と主張 しているが、 好業濫買正業であつ ても リ ス 卜う (二躊足著

しな �� なつ てし Xる。

ご う 【ノた構造改革型の リス トうがi曽えれば丶 景気の動向に関係な〈 丶 リス 卜うが′|亘常

化するごとを意咽未する。 そうなると丶 曰本的 リス 卜うのあり方も大き〈変化する可能

性もある。

曰本のリス 卜ラの代表的手蓋去が 「希望返朧寡集j である。 だが丶 会社(二とつてのリス

夕も大きい。 手を挙げた丿x【二は返朧加算金やコ再就朧支援なとの特典がつ〈が丶 その結

果丶 イ壺秀な丿x材の流出も発生し†丶コすい。
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桜島で温発的な咽買リ〈 口買煙4000n寸に

夕力夕社長を天皇と祟める異常さ

今だけは-・・中が反曰からー転

号蒙立果壽享曼から分かる三つの非常壽裁

出世する丿xの 「休曰の過ご〔ノ方j

丿x気伐皐発の(二川が狂つてる と話題

香川なt二彿ス夕メ>? 英記者が苦言

還頁泰 p|〈外した本田8t香川(二ー言

あ†つまん 印税客亘は石皮格だつ た

還野が囗ン丿 又ーで 「放送事敢j
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甕 �B 業務壺広大のため、 うイ夕ー ー 編案ス

ー 書拙 �C 夕ツフを寡集しています。
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希望逗朧募集の際丶 ′」」匿業は事前【こ |"辞めてぼしい人j 「残つ てぼしい人j を選別 し、

辞めてほ 【,ノし 丶丿\を逗朧勧奨し丶 残つ てほ しし \人を慰留するのがー般的だが丶 そ才1で右

厦秀丿\材の流出は止ま遁うない。

また、 大量のリス トラ 【こよ り残つ た社員の仕事の負担がt曽 し、 「)欠は目分の番力丶も し

れないj とし丶う疑心咽昔鬼が生まれるなと社員のモチベーラヨ ンも下が り†つすい。

さら【二メデイアを通じて社夕|丶【二矢[|られ丶 リス 卜ラ正業と 〔_ノて社会的(二注目を蔓答ぴると

とも【二、 業濫宣が悪いかiうと考える投資家がいて、 株価(二景彡誓を与えるというリス夕右

ある。

し力丶も返朧勧奨しても辞めない社員を丿x事部付き、 あるいは朧種が違う部署【二配転す

れば、 マス二|三【こ 「迫い出 し部屋j と蓬董がれ、 社会的f言用を失うごとすらある。

轟2害|の 「抵買献度j 社員を辞めさせる恐るペき手法

′」五業【二とつてはその都度、 希望返朧寡集を行うよりは、 リス 卜ラを常態化して毎年ー

定数の社員【二辞めてもらうほうがはるか【二効率的である。 その手法を筆者は′′常皓リス

トラ′′と咽乎んでいるが、 欧米系琵上\業が濤入し、 その後、 ー部の曰本f上\業でも葛入が進ん

でいる。

ー般的【こはPIP (パフォーマシス ・ イシプルーブメン卜 ・ プラン=業皐冨改善言†画) と呼
ぷ手ラ去で定算月的なリス トラを実施している。 墓本的(こは人事言平価が低い社員に改善目

標を設定し、 達成できなければ遇朧してもらうという仕組みだ。

具体的な手簀去はノ」五業【二よつ て異なるが丶 ある米系ア丿 實|ノ丿 |ノメー力ーの人事部長は乙 う

説明する。

「縦軸【こ業示宣言平価、 横軸【こ行動言平価結果を示すマ 卜リ ツクスを作成する。 行動

言平価とも【こ高い入はAラ ンク、 業示宣は高いが行動言平価が平i句よ り低い人はBラ ンク、 業

示貢は平t句より低いが行動言平価が高い丿xがCランク、 行動言平価と右丶【こ低い丿xがDラ

ンクIこそれぞれ分布される。 PIPの対象となるのはDラシクの社員だ」

社員の貢献度割合を示す2 ご �� コ 乙の原則というのがあるo

僅秀な社員が2割、 普通の社員が6割、 貢献度の低い丿xが乙割という右のだが、 大体、 �$

が2割、 B、 Cが6割、 Dが2割という比率(ごなるという。

とはいつても米本と違い丶 雇用規制が厳しい曰本で区割の社員をt刀るのは厳しすき\る

と本の丿\事【こ陳`|`青し、 下イ立lO聡を対象lごしているo 他の外宣も慨槍5ヘ′1OO/oを対象

に[ノているノ正業が多いようだ。

対象者は部門長と話 し合つ て半年間の達成目標を設定する。 つま り 丶 半年間のチヤ′ン

スを与え、 達成できなければ逗朧勧奨し、 辞めて右らう。 実際は半壽叉以上が逗朧Lノて

いるという。 だが、 ごの場合【こ日本′」」盲業の丿x事担当者が不安を感[遷るのは労使総争

「わかりましたj と紬得してもらえればよいが、 細得世ず裁判沙汰(ごなるのは避

けたい。

轟景気|ご関係な〈丶 常時リストヲ断行する皓代へ

|コIp(こよる リス 卜ラの成杏を握るのは 「曰ヒ亘の適正な評価とフイ ÿÿ ド丿 蔓ツ夕j と別の外

賓系丿x事部長は言う。

「匹|半期ご^と【こ業濫買壽平価をチ工 ツ 夕 し、 その都度、 本丿x(ご改善努力を促す。 会社(ごバ

リ ユ ÿÿ 【こ墓づ 〈 行動壽平価は年間乙回の三60度甘ーベイ (二よ つ て、 部下、 同僚、 上司があ

なたの行動を とう 評価してし\るの力\ その結果を本丿x(ご通知 し、 危機感を持た世る。

何よ り も大事なご とは、 壽平価【こ対する客観性と細得性を高める ご とが大事だj

たとえ本丿xは不満でも 「しかたがないな」 と思わ世る言平価を示されれぱ抗う人も少な

いということだろう。
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