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のかを予測します。ただ単にこの

るいは，他の会社への出向なども

前回解説した従業員平均年齢をさ

数字・グラフをスライドさせるの

効果的かもしれません。ただし，

らに掘り下げて見ていきます。人

ではなく，毎年の採用人数や離職

安易にポストを増やしてしまう

員動態とは，具体的には，現在の

人数などを反映させ，より精度の

と，管理職比率や総額人件費など

従業員の年齢分布から予測される

高い予測をしていきます。

へ影響が及ぶため，慎重な検討が

今回の着眼点は，人員動態です。

将来の人員の年齢分布を指しま

ここではそのための条件を，以

必要です。誤った対策をしてしま

す。劇的に規模拡大をするような

下のように設定します。

うと，働き盛りの貴重な年代の離

スタートアップ企業やベンチャー

・毎年大卒 5 名を採用する

職率が高まってしまう恐れもあり

企業などでは予測は難しくなりま

・中途採用は考慮しない

ます。

すが，定期的に採用活動を行い，

・離職人数は毎年 4 名とする（30

見方 2 ：図表 2（ 5 年後）では，ポ

組織を維持・成長させている企業

歳 2 名，40歳 1 名，50歳 1 名）

スト不足もさることながら，55 〜

では比較的予測はしやすいはずで

これらの条件を設定して， 5 年

59歳の人数の多さ（12.7％）に注

す。ただし，重要点は，予測では

後と10年後を見ると図表 2 ・図

目すべきです。退職予定人数の増

なく，将来を見据えた問題解決を

表 3 のようになります。こうする

加，つまり退職金などの一時金負

図っていくことにあります。

こ と で， 5 年 後，10年 後 の 段 階

担が大きくなると予測されます。

で何が問題になるのかを予測し，

その結果，財務数値への影響が問

早い段階から対策を打つことがで

題になります。退職金を支払える

きるようになります。

だけの余裕があるかどうかの確認

それでは，人員動態分析の進め
方を見ていきましょう。

1 人員動態は 5 年を節目とし
て予測する
はじめに年齢ごとに人数を整理
して 5 歳刻みで年代を分けます。

2 今置かれている状況と今後
抱える問題を見る
それでは，人員動態を詳しく見

をしていきましょう。また，60歳
以上の定年後再雇用制度の整備や
見直しも求められるはずです。人
手不足の昨今，再雇用者の確保や

以下のモデル企業は22歳の大卒

ていきましょう。

モチベーションの維持・向上は重

採用を行っており，22歳未満が

見方 1 ：図表 1（現在）では35 〜

要な課題となっています。

いないため22 〜 24歳は他の年代

44歳のボリュームが大きくなっ

見方 3 ：図表 3 （10年後）では，

よりも少なくなっています。縦軸

ている（37.1％）ことが目立ちま

30 〜 39歳の中堅の人数が少ない

に年代を取り，横軸に人数を取っ

す。このゾーンは一番の働き盛り

こと（18.0％）が問題です。今後

てグラフを作成すると図表 1 の

であり，重要なポストに就いてい

の企業を担う世代が少なくなる

ようになります。ここでは60歳

る人が比較的多い年代です。人数

と，成長は望めません。対策とし

を定年としています。

が多すぎるとポスト不足が問題化

ては，この年代で業務経験のある

図表 1 は，現在の年代別の従業

します。従って，今後の対策とし

中途採用の推進や，自社の中堅を

員数を表しています。人員動態分

ては，ポストを増やすか，専門職

辞めさせない施策などが考えられ

析では，この図を基に 5 年後，10

制度などを導入し適切な処遇をし

ます。あるいは20代の教育を強

年後はどのような人員構成になる

ていく手立てが考えられます。あ

化し，成長を図り，中堅並みの働
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きを期待する戦略も一考に値しま

ではなく，将来を予測し優先順位

改善を着実に進めたいところで

す。

を決めて，早めの対策が望まれま

す。人事だけではなく，経営陣も

す。

巻き込むことで全社一丸となって

また，図表 3 では現在の従業員
数より38名も少なくなっていま

進めていき，企業の成長のために

を増やしてビジネスの拡大を図っ

3 ある程度時間をかけ経営を
巻き込んでいく

ていく必要があります。対策とし

これまで全 6 回にわたり，組織

ては，新卒採用人数の増加や，中

の人員数の適正化のための観点を

途採用の強化などがあります。ま

紹介してきました。どの観点も重

た，どうしても採用が難しい場合

要であり，どこから改善をしてい

には，RPAのなどのシステムを

くのかは企業によるところが大き

導入し，人員が減っても対応して

いと思います。また，あくまで一

いける体制の整備を推し進めてい

般論を展開しているので，自社に

くことも重要です。

は合わないというケースもあろう

□ 状況によって問題が変わります

以上のように，企業が置かれて

かと思います。ただ 1 つだけ言え

現 在， 5 年 後，10年 後 を 見 据

いる状況で生じる問題や対策など

るのは，すべてを同時に改善して

えて早めの対策を打ちましょう。

が異なっていることが分かりま

いくのは困難だということです。

□ 急がば回れの精神で取り組む

す。前回の記事でもお伝えしたよ

そしてどの観点もすぐに改善でき

うに，企業の平均年齢は重要な数

るものではありません。時間をか

値です。現在の人員バランスだけ

けてじっくりと取り組むことで，

す。企業の成長のためには，人数

も今一度，自社の人員の適正化に
ついて見直してみることをお勧め
します。

【㾎チェックポイント】

□ 現在だけではなく将来の従業
員数も重要です
年齢と人数をしっかりと見極め
ていきましょう。

ことが大事です
改善のためにじっくりと取り組
んでいきましょう。
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