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イントロダクション
～ジョブ型雇用について論じる前に～
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「ジョブ型」という言葉の掲載回数
（日経新聞朝刊・夕刊）

※ 日経テレコンデータをもとに浅野作成
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ジョブ型 メンバーシップ型

2013年8月
「ジョブ型」という言葉が『若者
と労働』に登場。

2014年9月
『労働経済の分析』に、
「「ジョブ型」雇用」登場！

一躍、バズワードに！

ゼロ！



「ジョブ型」という言葉の掲載回数
（日経新聞朝刊・夕刊）

※ 日経テレコンデータをもとに浅野作成
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ジョブ型 メンバーシップ型



Ⅰ.ジョブ型 2013～

Ⅱ.ジョブ型 2020～

Ⅲ.ジョブ型雇用のこれからを考えるために



Ⅰ.ジョブ型 2013～

＜2013年頃～＞

• 非正規雇用問題への取り組みの１つ。

• 「ジョブ型」正社員：時間・勤務地・職務のいずれか
が限定された正社員。

• 2016年には、「ニッポン一億総活躍プラン」が策定さ
れた。

• 2018年には、働き方改革関連法が成立し、同一労
働同一賃金が定められ、正規・非正規のルールが
整備された。



Ⅱ.ジョブ型 2020～

＜2020年～＞
コロナ禍のもとでテレワークなどが進む中、メンバーシップ型で

は、専門性が高まりにくい、OJTにばかり頼っていては、技術革
新にキャッチアップできず、生産性が向上しない、ジョブ型採用、
ジョブ型雇用を進め、賃金改革、雇用改革を進めるべき、との議
論が、企業で盛んに。

2021年1月に、経団連が取りまとめた「2021年版 経営労働政策
特別委員会報告」でも、ジョブ型雇用にかなりの紙面を割いてい
る。



Ⅲ.ジョブ型雇用のこれからを考えるために

• 政府（厚労省）は、かねてより、ジョブ型雇用的な施策（各種職業訓

練施策、ジョブカード制度ほか）を進めつつも、バランスを見つつ、

現実の社会にあったかたちで、メンバーシップ型的な施策（労働契

約法、雇用調整助成金制度ほか）も進めてきた。

• 日本型雇用慣行の変化や「ジョブ型雇用」の動きの広がりが予想さ

れる中で、自律的なキャリア形成の必要性が高まっており、キャリア

コンサルティングの推進など、そのための施策の重要性も高まって

いるところ。

• 政府が毎年策定する「経済財政運営と改革の基本方針2021」 （令

和3年6月18日閣議決定）には、ジョブ型雇用の推進、メンバーシップ

型からジョブ型の雇用形態への転換などといった、これまでよりも少

し踏み込んだ文言も記載されている。ジョブ型雇用のこれからにつ

いて考えていくうえで、注意が必要。



ご清聴いただき、ありがとうございました。



ＨＲファーブラ

山 本 紳 也

グローバル視点から考える
ジョブ型雇用とジョブ型人事



大学授業でのひとコマ

私 「どんな会社入って、どんな仕事したい？」

日本人学生 「パワポとかエクセルの使い方を
研修してくれる会社がいいです。」

外国人留学生 大爆笑！

日本人学生 ？？？



ジョブ型議論は制度論にあらず

• 役割等級、ジョブグレードの話は、

⇒ 人事管理や人事制度の話

• 採用、異動、解雇の話は、

⇒ 雇用の話 （労働市場とセットの話）

• 海外（多くの国や地域）では、両セットでジョブ型

• 海外との比較で話そうとすると、

ジョブ型議論は、社会システムの話



海外と何が違うのか？

海外のジョブ型は、『就職型』

個人の希望するジョブ（職務ポジション）毎に

定められた個別条件で個別職務遂行を契約

⇒ 労働市場とセットで成立

日本のメンバーシップ型は、『就社型』

会員規約（就業規則）に従う約束で、

組織メンバー（社員）になるという契約

⇒ 労働市場はできにくく、転職がしにくい



A社 B社 C社 D社

経営企画

財務・経理

人事

事業企画

営業

研究開発

設計

技術

品質保証

製造技術

製造

転職

異
動
・
配
置
転
換

終身雇用前提
メンバーシップ型
＠内部労働市場

ジョブ型
＠外部労働市場

日本式
ジョブ型？

日本式
ジョブ型？

これが前提条件で、その上で、機能する人事を考える



人事制度は二者択一ではない

• 海外のジョブ型も柔軟

職務記述（JD）の柔軟化、作業ではなく役割職
責を定義記述、ブロードバンドによる能力や経
験の報酬反映、国や業種により異なる柔軟性

• 日本のメンバーシップ型も柔軟

地域限定社員制度、異動の無い人事運用、
社内公募制度



日本企業の
グローバル化とジョブ型人事

• 最近、人事管理のジョブ型移行でメディアに
取り上げられている日本企業；

日立製作所/日立グループ、資生堂、富士通、
三菱ケミカル、、、、

主目的は、ビジネスと組織のグローバル化に、
組織人事マネジメントが対応すること



ジョブ型 vs. メンバーシップ型
雇用と人事の相違点
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メンバーシップ型 ジョブ型

雇
用
・契
約
視
点

契約
会社への所属契約
一般的に無期契約

ポジション職務遂行責任契約
一般的に有期契約

会社と社員の関係 雇用・被雇用関係 対等関係

人事権 会社（本社・人事部） 現場責任

雇用流動性 低 高

雇用・被雇用意識 長期 短期（継続）

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
視
点

採用
新卒一括（＋中途）

継続的一定人数採用
職種別・随時（中途が多い）
事業計画基準・補充採用

配置配属・異動 会社主導・会社裁量 なし・同意前提・公募

教育研修 全員対象・階層別 自己啓発中心・選抜型

評価 処遇決定目的・長期雇用前提 成果管理・人材開発目的

報酬 内部公平性重視・年功配分 外部競争力・市場価格重視

退職 定年退職・自己都合退職
成果管理(PIP)・退職勧奨

自主退職

相
互
作
用
・経
路
依
存



ジョブ型 vs. メンバーシップ型
結果としての組織・人のあり様
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メンバーシップ型 ジョブ型

結果として
醸成される
組織風土

マネジメントスタイル
被雇用者の意識

等

会社への所属意識・コミットメント 仕事/職責へのコミットメント

ジェネラリスト スペシャリスト

長期・終身雇用（意識） 中短期雇用（意識）

安定志向 競争・上昇志向（向上層）

集団責任 自己責任

組織への依存 自立自律

根回し・忖度 活発な議論

予定調和・同調性・迎合 自己主張・独自性・我儘

チーム重視 個の尊重

組織力 個の力

フレキシブル組織 硬直型組織

調整・調和型リーダー 意思決定型（強い）リーダー



メンバーシップ型で
グローバルリーダーは育つのか？
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メンバーシップ型 ジョブ型

結果として
醸成される
組織風土

マネジメントスタイル
被雇用者の意識

等

会社への所属意識・コミットメント 仕事/職責へのコミットメント

ジェネラリスト スペシャリスト

長期・終身雇用（意識） 中短期雇用（意識）

安定志向 競争・上昇志向（向上層）

集団責任 自己責任

組織への依存 自立自律

根回し・忖度 活発な議論

予定調和・同調性・迎合 自己主張・独自性・我儘

チーム重視 個の尊重

組織力 個の力

フレキシブル組織 硬直型組織

調整・調和型リーダー 意思決定型（強い）リーダー



ビジネス＆環境のグローバル化と
ジョブ型人事

◆ ビジネスと組織のグローバル化に対応

◆ 個の自立と個の強さニーズに対応

◆ ビジネスの専門化と変化スピードに対応

➢ジョブ型への移行は必然的

➢しかし、簡単ではない

➢詳細な理解と対策と覚悟が必要



2021年8月

高橋 一基

制度比較から見たジョブ型雇用
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このセクションで確認したいこと

・ジョブ型雇用がどういう意味で使われているか

・ジョブ型雇用がなぜわかりにくいか

・ジョブ型雇用とどう付き合っていけばよいか



人事制度から見た雇用システムの比較

項目 メンバーシップ型
雇用

「経団連型」
ジョブ型雇用

欧米の「現実型」
ジョブ型雇用

「理念型」
ジョブ型雇用

➀職務記述書
（以下、JD）

なし ・職掌・職群別、職種別、
資格別、職務・役割等級
別でJDを作成

・概括的なJDの作成
・フランスのカードルで
は廃止するケースも

・厳密なJDの作成
・全従業員が対象

②処遇制度 ・職能で賃金を決定す
る企業が多い
・レンジ・レートが多い

・職務価値や難易度、役
割・ポストの重要度・責任
などで決定
・シングル・レート、レン
ジ・レート両方可

・職務給の職能給的な運
用がみられる
・レンジ・レートも多くみら
れる

・シングル・レートが
原則

③採用 ・新卒採用中心 ・新卒・中途とも活用
・一括採用だけでなく、通
年採用を活用

・中途採用中心。新卒は
本採用前にトレーニーとし
て雇用

・中途採用が中心

④キャリアパス ・ポスト連動しないまま
昇進・昇格するケース
あり

・より上位の職務やポスト
就任に伴う昇進・昇格
・メンバーシップ型雇用区
分からジョブ型雇用区分
への移行
・ジョブ型雇用区分からも
管理職や経営層へ登用

・空きポストが発生し、同
意がない限り、同じ会社
の中で昇進・昇格は原則
ない

同左

⑤異動 ・濫用とならない範囲
で会社に人事権あり。
同意なき異動も可

（特に記載なし） ・同意がない限り、特に転
勤を伴う異動は不可

同左

人に仕事がつく 仕事に人がつく



メンバーシップ型雇用と「理念型」の異同

項目 メンバーシップ
型雇用

「経団連型」
ジョブ型雇用

欧米の「現実型」
ジョブ型雇用

「理念型」
ジョブ型雇用

➀職務記述書
（以下、JD）

なし ・職掌・職群別、職種別、
資格別、職務・役割等級
別でJDを作成

・概括的なJDの作成
・フランスのカードルでは
廃止するケースも

・厳密なJDの作成
・全従業員が対象

②処遇制度 ・職能で賃金を決定す
る企業が多い
・レンジ・レートが多い

・職務価値や難易度、役
割・ポストの重要度・責任
などで決定
・シングル・レート、レン
ジ・レート両方可

・職務給の職能給的な運
用がみられる
・レンジ・レートも多くみら
れる

・シングル・レートが
原則

③採用 ・新卒採用中心 ・新卒・中途とも活用
・一括採用だけでなく、通
年採用を活用

・中途採用中心。新卒は
本採用前にトレーニーとし
て雇用

・中途採用が中心

④キャリアパス ・ポスト連動しないまま
昇進・昇格するケース
あり

・より上位の職務やポスト
就任に伴う昇進・昇格
・メンバーシップ型雇用区
分からジョブ型雇用区分
への移行
・ジョブ型雇用区分からも
管理職や経営層へ登用

・空きポストが発生し、同
意がない限り、同じ会社
の中で昇進・昇格は原則
ない

同左

⑤異動 ・濫用とならない範囲
で会社に人事権あり。
同意なき異動も可

（特に記載なし） ・同意がない限り、特に転
勤を伴う異動は不可

同左

人に仕事がつく 仕事に人がつく

相違



メンバーシップ型雇用と「現実型」の異同

項目 メンバーシップ
型雇用

「経団連型」
ジョブ型雇用

欧米の「現実型」
ジョブ型雇用

「理念型」
ジョブ型雇用

➀職務記述書
（以下、JD）

なし ・職掌・職群別、職種別、
資格別、職務・役割等級
別でJDを作成

・概括的なJDの作成
・フランスのカードルでは
廃止するケースも

・厳密なJDの作成
・全従業員が対象

②処遇制度 ・職能で賃金を決定す
る企業が多い
・レンジ・レートが多い

・職務価値や難易度、役
割・ポストの重要度・責任
などで決定
・シングル・レート、レン
ジ・レート両方可

・職務給の職能給的な運
用がみられる
・レンジ・レートも多くみら
れる

・シングル・レートが
原則

③採用 ・新卒採用中心 ・新卒・中途とも活用
・一括採用だけでなく、通
年採用を活用

・中途採用中心。新卒は
本採用前にトレーニーとし
て雇用

・中途採用が中心

④キャリアパス ・ポストと連動せずに
昇進・昇格するケース
あり

・より上位の職務やポスト
就任に伴う昇進・昇格
・メンバーシップ型雇用区
分からジョブ型雇用区分
への移行
・ジョブ型雇用区分からも
管理職や経営層へ登用

・空きポストが発生し、か
つ同意がない限り、同じ会
社の中で昇進・昇格は原
則ない

同左

⑤異動 ・濫用とならない範囲
で会社に人事権あり。
同意なき異動も可

（特に記載なし） ・同意がない限り、特に転
勤を伴う異動は不可

同左

人に仕事がつく 仕事に人がつく

類似

相違



メンバーシップ型雇用と「経団連型」の異同

項目 メンバーシップ
型雇用

「経団連型」
ジョブ型雇用

欧米の「現実型」
ジョブ型雇用

「理念型」
ジョブ型雇用

➀職務記述書
（以下、JD）

なし ・職掌・職群別、職種別、
資格別、職務・役割等級
別でJDを作成

・概括的なJDの作成
・フランスのカードルでは
廃止するケースも

・厳密なJDの作成
・全従業員が対象

②処遇制度 ・職能で賃金を決定す
る企業が多い
・レンジ・レートが多い

・職務価値や難易度、役
割・ポストの重要度・責任
などで決定
・シングル・レート、レン
ジ・レート両方可

・職務給の職能給的な運
用がみられる
・レンジ・レートも多くみら
れる

・シングル・レートが
原則

③採用 ・新卒採用中心 ・新卒・中途とも活用
・一括採用だけでなく、通
年採用を活用

・中途採用中心。新卒は
本採用前にトレーニーとし
て雇用

・中途採用が中心

④キャリアパス ・ポスト連動しないまま
昇進・昇格するケース
あり

・より上位の職務やポスト
就任に伴う昇進・昇格
・メンバーシップ型雇用区
分からジョブ型雇用区分
への移行
・ジョブ型雇用区分からも
管理職や経営層へ登用

・空きポストが発生し、同
意がない限り、同じ会社
の中で昇進・昇格は原則
ない

同左

⑤異動 ・濫用とならない範囲
で会社に人事権あり。
同意なき異動も可

（特に記載なし） ・同意がない限り、特に転
勤を伴う異動は不可

同左

人に仕事がつく 仕事に人がつく

相違

相違

類似



メンバーシップ型雇用を基準にした異同

項目 メンバーシップ
型雇用

「経団連型」
ジョブ型雇用

欧米の「現実型」
ジョブ型雇用

「理念型」
ジョブ型雇用

➀職務記述書
（以下、JD）

なし ・職掌・職群別、職種別、
資格別、職務・役割等級
別でJDを作成

・概括的なJDの作成
・フランスのカードルでは
廃止するケースも

・厳密なJDの作成
・全従業員が対象

②処遇制度 ・職能で賃金を決定す
る企業が多い
・レンジ・レートが多い

・職務価値や難易度、役
割・ポストの重要度・責任
などで決定
・シングル・レート、レン
ジ・レート両方可

・職務給の職能給的な運
用がみられる
・レンジ・レートも多くみら
れる

・シングル・レートが
原則

③採用 ・新卒採用中心 ・新卒・中途とも活用
・一括採用だけでなく、通
年採用を活用

・中途採用中心。新卒は
本採用前にトレーニーとし
て雇用

・中途採用が中心

④キャリアパス ・ポスト連動しないまま
昇進・昇格するケース
あり

・より上位の職務やポスト
就任に伴う昇進・昇格
・メンバーシップ型雇用区
分からジョブ型雇用区分
への移行
・ジョブ型雇用区分からも
管理職や経営層へ登用

・空きポストが発生し、同
意がない限り、同じ会社
の中で昇進・昇格は原則
ない

同左

⑤異動 ・濫用とならない範囲
で会社に人事権あり。
同意なき異動も可

（特に記載なし） ・同意がない限り、特に転
勤を伴う異動は不可

同左

人に仕事がつく 仕事に人がつく



これまでの議論を踏まえたまとめ

・同じジョブ型雇用でも、「理念型」「現実型」「経団連型」で内容は大
きく異なる

・「経団連型」ジョブ型雇用は、欧米の「現実型」ジョブ型とも異なる

・経団連は「メンバーシップ型とジョブ型を最適に組み合わせた『自
社型』雇用システム」を作ることが最重要と述べている

・人事権の考え方が異なるため、メンバーシップ型雇用の企業が欧
米の「現実型」に全面変更することは、困難を伴う可能性が高い

⇒積みあがった日本企業の課題への万能薬としてジョブ型雇用が
あるわけではない。自社の課題ごとに、

①ジョブ型雇用の要素でないと課題を解決できないのか

②どのジョブ型雇用の要素を入れるべきか

③人事制度全体で齟齬をきたさないか などを考慮すべき。



資料出所

・日本経済団体連合会『2020年版・2021年版 経営労働政策特別委
員会報告』

・厚生労働省『諸外国の働き方に関する実態調査報告書』

・石黒太郎『丁寧に考察するジョブ型雇用の人材マネジメント』（労政
時報4009～4013号）

ご清聴ありがとうございました。



2021年8月20日

江夏 幾多郎

（神戸大学経済経営研究所）

「ジョブ型」を導入・運用する
際に考えておくべきこと
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趣旨

• 「ジョブ型」人事制度についての紹介は数多いが，ここでは詳
細は割愛する

• 個別企業における導入・運用における「想定外」をなるだけ
なくすため，あまり論じられない視点を提示したい

• 経営・人事が，あるいは就労者が意識・覚悟しておくべきこと
は，なんなのか？

人事ポリ
シー

人事制度
の設計

人事制度
の運用

人事管理
の成果



「ジョブ型」は成果主義なのか？

• 反駁の材料

➢ 究極的には，給与の支払い基準が属人的要素から職務
的要素に変わるだけ

➢ 「誰にどの職務を割り当てるか」を属人的（例えば年功や
学歴を基準に）に行うことは，理屈上は可能

➢ 特定の職務に従事する従業員に対して業績査定を行わ
ない（固定給＝シングル・レート）も，理屈上は可能

➢ 業績ベースでの範囲給や登用も，運用次第でなし崩しに
される可能性。職能ベースの人事のように・・・

• つまり，「ジョブ型」は成果主義的にやろうとも思えばできるし，
その逆も真。そこにどのような意図や運用努力を注入するか



「ジョブ型」は個人主義への移行か？

• 「メンバーシップ型」が，日本の職場集団のまとまりに寄与し
ていたとは限らない

➢ あいまいな評価基準，「遅い昇進」による，長きにわたる
従業員間での競争（事実あるいは意識として）

➢ 個人主義的な気質が弱い人々が緊密に連携するとは限
らないし，個人主義的な気質な人々が互いに敵対的・無
関心なわけでもない

→職場のまとまりは人事制度以外の要因によって？

• 「ジョブ型」に踏み込む際には，同僚との適切な関わり方も含
めて，各従業員の役割を明確に示さないといけない。グルー
プ・インセンティブの導入も一手



「ジョブ型」により人件費は適正化する？

• 人件費の適正化

➢ 「従業員の貢献・能力」と「企業の支払い」のバランス

➢ 内的〜外的な公正性を確保し，人件費が増えることも

• 「誰にも嫌われない人事」は，「誰も満足しない人事」

➢ ローパフォーマーに嫌われないようにする結果，ハイパ
フォーマーの満足・意欲が損なわれる

➢ 公平性/公正性が疑わしい処遇は，個の尊重ばかりか，
チーム力をも損ねる

• そもそも，業務上必要十分な貢献・能力の洗い出しと，各貢
献・能力の価値づけを行えているか？



現実に立ち返る

• 「ジョブ型」の是非を論じる前にやるべきことが山積

➢ 人件費管理，人事管理上の手間を投資と見なす

➢ 従業員の価値をきちんと定義し，深め，活かす

➢ 明確な役割定義に基づく職場内コミュニケーション

➢ 従業員による同意，従業員との合意形成を重ねる手間を
厭わない（顧客，パートナーとしての従業員）

• これらをやりきれなかったから，職能資格制度（1970年代〜）
も目標管理（2000年前後〜）も骨抜きになった。上記ができ
ていれば，何主義でも何型でもいい

→「ジョブ型」への模様替えが，人事ポリシーの設定や制
度運用への努力をサボる免罪符になっていないか？



新しい雇用契約？

• 人事が願望する「ジョブ型」雇用が，労使間の心理的契約に
まで落ちているか？

➢ 明示的契約：雇用契約書の内容

➢ 心理的契約：雇用契約書に盛り込めない，労使間での他
方に対する期待・義務感

• 雇用関係をどう変えたいから「ジョブ型」を構想しているの
か？また，「ジョブ型」に伴う明示的契約と心理的契約の変
化を労使間でどう実現しようとしているのか？

• 従来以上に公正な待遇，キャリア開発機会を社員に提供す
る義務を果たしてこそ，企業は非属人的な人事管理を行える



開かれた雇用関係に向けて

• 従来の「人質モデル」のもとでの従業員

➢ その企業に特化した「人材」となってキャリア上の選択肢
を失うことで，企業による好ましくない扱いを甘受する

➢ 生活保障という「恩典」への感謝，あるいは特定人への
愛着としてのロイヤリティ

• 今後の人事は，「よりよい条件で転職しようと思えばできる」
といった従業員により組織を構成することを目指すべき

➢ 従業員の貢献に対し，社会的に見て割りに合った報酬を
提供する（高すぎなくていい。「ジョブ型」の出番）

➢ 非経済的な報酬によって，「大人」同士の結びつきを形成
する（「ジョブ型」の対応範囲外）



余録

• そもそも「ジョブ型」の祖型とされる米国の雇用/人事システ
ムは，激しい労使対立や，未熟な技能形成システムの結果
として過剰に流動的な労働市場への企業側の対応策として
形成された

➢従業員をいかに抱え込むか？

➢内部昇進，公正な待遇のための基準

➢各企業が同様の取り組みを進めた結果として，「相場賃
金」が成立

• 外的公正性の確保のために「ジョブ型」を進めてもいいが，
基本的には内的公正性を高める手段として検討すべき



2021年8月

高橋 一基

「ジョブ型人事制度 導入チェックリスト」と
JSHRMセミナーの紹介
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「ジョブ型人事制度 導入チェックリスト」の概要➀

フローチャートごとのチェックリストを用意

チェックリスト「そもそも編」に全てチ
ェックがつく

ジョブ型人事制度を導入する範囲
が決まっている

yes

no
ジョブ型人事制度の導入を再考する

yes

no 自社の問題意識に照らして、どの範囲に導入
すべきかを決める

チェックリスト「ジョブ型人事制度の導入範囲」で当てはまるケースを選択する

導入範囲を決定

チェックリスト「ケースごとの留意点」にチェックがすべて入るよう、課題を整理する

ケースを選択

チェックリスト「導入目的編」で導入
目的の明確を確認できた

yes

no



「ジョブ型人事制度 導入チェックリスト」の概要②

チェックリスト「そもそも編」のイメージ

世間的な「ジョブ型ブーム」に乗っているのではない

成果主義の徹底が導入目的ではない

テレワーク下での評価を明確化することが導入目的ではでない

労働時間や残業代の削減が導入目的ではない

ジョブ型人事制度の導入範囲について、人事権を放棄する覚悟がある

一律額での定昇を行わない

※「導入目的編」以降のチェックリストは、次スライドに記載の

セミナーで公開予定です



JSHRMセミナーの紹介

・開催日時：10月23日（土） 14:00-17:00

・議題：ジョブ型雇用について

（今回の内容の拡大版＋パネルディスカッション）

※詳細告知および参加方法は以下で追って告知します

➀JSHRMのホームページ

（https://www.jshrm.org/）

②FacebookのJSHRM

（日本人材マネジメント協会 | Facebook）

https://www.jshrm.org/
https://www.facebook.com/JSHRM

