
経営センサー　2020.9
3838

　昨今、「日本企業はメンバーシップ型雇用をジョ
ブ型雇用に転換していくべき」という主張が増え
ている。日立製作所や富士通がジョブ型雇用への
転換を始めただけでなく、2020年 1月の経団連「経
営労働政策特別委員会報告」ではジョブ型雇用へ
の転換がうたわれた。
　そこで本稿では、メンバーシップ型とジョブ型
の違いについて説明した後、日本企業の人材マネ
ジメントの今後について考察する。

日本企業はメンバーシップ型
　ジョブ型雇用への関心が高まるにつれ、ジョブ
型雇用とその対概念であるメンバーシップ型雇用

に対して、さまざまな解釈がなされるようになっ
てきている。原義を超えた解釈の広がりについて
は、ジョブ型・メンバーシップ型雇用という対概
念の提唱者である法学者�濱口桂一郎氏が苦言を呈
すほどだ 1。
　もともと、これらの言葉が広がったきっかけは、
日本企業の雇用契約の特徴を「雇用契約それ自体
の中には具体的な職務は定められておらず、いわ
ばそのつど職務が書き込まれるべき空白の石版で
あるという点が、日本型雇用システムの最も重要
な本質なのです。こういう雇用契約の法的性格は、
一種の地位設定契約あるいはメンバーシップ契約
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と考えることができます。日本型雇用システムに
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おける雇用とは、職務ではなくてメンバーシップ
なのです」という濱口氏の説明である 2。
　ジョブ型雇用では、ジョブ（職務）の範囲を明
確にし「仕事に人がつく」のに対し、メンバーシッ
プ型雇用では、組織の構成員がいることを前提に
役割を分担するため「人に仕事がつく」と説明す
ることもある（図表1）。
　多くの人の直観に訴え、さまざまな機能不全が
露呈しシステムの再構築が必要な日本的雇用につ
いて論じるのに有益な言葉として、今日では、当
初の契約概念の性質を超えて、ジョブ型・メンバー
シップ型雇用という区分に大きな注目が集まって
いる。

コロナで加速する「ジョブ型への転換」
　これまでメンバーシップ型の人材マネジメント
を行ってきた日本企業が、2010年代に入りジョブ
型雇用への転換を打ち出すようになったのには、3
つの大きな変化がある。
　第一の変化は、グローバル化の進展である。日
本企業は、かつては、海外進出先でも日本本社の

人事・報酬制度を踏襲していた。しかし、それで
は人材獲得競争で劣後し、優秀な人材が獲れない
だけでなく、重要な仕事を任せていた人材ほど流
出してしまう。さらに海外事業の規模が大きくな
るにつれ、日本本社と海外現地法人で人材を横断
的に評価、任用するニーズも高くなる。そこで、
日本本社のほうを国際的にスタンダードなジョブ
型雇用に転換する動きが生まれた。
　第二の変化は、テクノロジーの発達である。エ
ンジニアなど、DX（デジタルトランスフォーメー
ション）を担う人材は、現在、世界中で最も人材
争奪戦が熾烈だ。日本国内も同様で、人事コース
を分けたり別会社をつくったりして、エンジニア
に魅力的なオフィスや食堂、開発環境や待遇を整
備する企業が相次いでいる。また、HRテクノロ
ジーを用いて人材の最適配置や能力開発を行うた
めには、職務記述書が必要となる。テクノロジー
を活用し、特定職種を重視した人材マネジメント
を行うために、ジョブ型への転換が模索されるよ
うになった。
　加えて、ジョブ型雇用への転換は、新型コロナ

図表 1　ジョブ型とメンバーシップ型

出所：中村天江（2020）『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会
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ウイルスによるテレワークの普及で、さらに加速
している。緊急事態宣言の出た4月、テレワーク
の導入率は、東京都内300人以上の企業では実に
8割にも達した（東京都「テレワーク「導入率」
緊急調査結果」）。職場で顔を合わせないテレワー
クでは、仕事の割り振りがあいまいだと、進捗確
認や成果の担保ができない。そのため従業員一人
ひとりの担当職務をはっきりさせ、仕事の目標を
確認する必要が出てきたのだ。
　このような3つの大きな変化が重なり、「ジョブ
型雇用への転換こそが日本企業の生きる道」とも
いうべき流れが生まれつつある。

ジョブ型では報酬のすり合わせが必須
　ジョブ型の人材マネジメントでは、職務の決め
方や、職務等級制度や職務給、成果主義に注目が
集まることが多い。だが、筆者らが日本・アメリ
カ・フランス・デンマーク・中国の都市部で働く
30代、40代を対象にした「5カ国リレーション調
査」からは、もう一つ重大な特徴が明らかになった。
　図表2は、入社後に賃金交渉を行う従業員の割
合である。一見して明らかなのは、日本だけが突
出して「賃上げを求めたことはない」の割合が高
いことだ。日本では約7割が入社後に賃金につい
て要望していない
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。一方、日本以外の国々では、「賃

上げを求めたことはない」はせいぜい約3割で、
残りの7割以上は評価のフィードバックや来期の
役割を決定する時に、賃金を上げるよう要望して
いる。
　ジョブ型雇用では職務内容と職務給が連動する
ため、仕事の責任を増やしたり、範囲を広げたり
するには、報酬を高くして、従業員と合意し直さ
なければならない。従業員もそれが分かっている
ので、仕事の成果や役割をすり合わせるタイミン
グで賃上げを求めてくる。

大切なのは、仕事と報酬のトレードオフ
　この調査結果を見て、海外現地法人の経営経験
がある日本企業のある経営者はこう言う。
　「社員には聞かせられませんが、正直に言えば、
日本でマネジメントするのはとても楽です。日本
では、配下のメンバーは誰も報酬について言って
こない。
　一方、海外でマネジメントするのは本当に大変
です。一人ひとりと毎年処遇について合意しなけ
ればならない。メンバーはみんな『これだけの成
果を上げている』『これだけ仕事の範囲が広がって
いる』と、報酬を上げるよう交渉してきます。経
営者として、市場の相場を頭に入れた上で、彼ら
の主張の妥当性を評価し、折り合うところまでもっ

図表 2　入社後の賃⾦交渉（複数選択）
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出所：リクルートワークス研究所（2020）「5カ国リレーション調査」
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ていかなければならない。
　毎回、彼らの主張にのって報酬を上げるのか、
それとも報酬を今までと変えずに仕事の期待値を
すり合わせるのか、そんなやりとりをしなければ
なりません」。
　難しい仕事をしてもらうために報酬を引き上げ
るのか、仕事の優先順位をつけ直し、不要な仕事
はやめて、今までと同じ報酬で働いてもらうのか。
報酬と仕事内容を天秤にかけて優先順位をつけ直
す判断を、経営側がしている様子が見て取れる。
　
賃金交渉と生産性向上の好循環
　海外では、条件交渉が日々の業務に入り込んで
いることで、仕事の質的・量的な拡大と報酬額の
トレードオフが繰り返し発生し、優先順位の低い
仕事をやめるという判断が行われている。優先順
位の低い仕事を捨て、付加価値の高い仕事に集中
するのは、労働生産性を高める行為そのものだ。
つまり、ジョブ型の人材マネジメントには労働生
産性を引き上げるメカニズムが内在しているのだ。
　翻ってメンバーシップ型の日本企業はどうか。
日本には、入社後に個人単位で賃上げを要望する
風土はない 3。そのため、賃金という最もシビア
な判断基準で、仕事の優先順位をつけることもな
い。結果、付加価値を生まない仕事が温存され、
そこに新たな仕事が積み重なっていく。これでは
労働生産性は上がらないはずだ。
　実際、日本の1人当たり労働生産性は、先進国
ではイタリアについで下から2番目、OECD加盟
36カ国でも 21位と低く（日本生産性本部「労働
生産性の国際比較2019」）、その一因として、顧客
が求める以上の過剰サービスや、サービスを価格
転嫁できない商習慣が指摘されてきた。日本の低
い労働生産性の背景には、仕事と価格のバランス
の悪さが潜んでいる。
　

「攻め」と「守り」で違うジョブ型雇用
　このようにジョブ型雇用は、グローバリゼーショ
ンやDX、テレワークなど、企業を取り巻く環境
変化に適し、労働生産性を高めやすいという利点
がある。しかし、だからといってジョブ型雇用が
全面的にメンバーシップ型雇用より優れているわ
けではないことに留意がいる。
　まず、ジョブ型雇用に転換するためには、膨大
なジョブ（職務）の内容を言語化しなければなら
ない。職務の達成状況を公平に評価し、報酬に反
映する必要もある。職務によって給与が上下する
となると、従業員のモチベーションマネジメント
も複雑になる。しかもそれらが毎年発生する。ジョ
ブ型雇用を期待通り機能させるには、メンバーシッ
プ型よりもマネジメントの負荷は重くなることが
多い。
　このことが本質的に意味するのは、「従業員一人
ひとりの業務範囲を明確にし、成果を求めさえす
れば、従業員が勝手に頑張ってくれる」という、
ご都合主義な願望によるジョブ型雇用への転換は
危ういということである。
　日本ではこれまで、いわゆる非正規雇用がジョ
ブ型雇用の典型だったため、競争力向上のために
導入するジョブ型雇用と、人件費削減のためのジョ
ブ型雇用の異同を十分に理解していない企業が現
時点では少なくない。ジョブ型雇用によって競争
力を高めていくには、仕事の割り振りや評価、報
酬の合意といった人材を重視するマネジメントが
必須になる。
　
メンバーシップ型日本は人材を大切にできてい
るのか？
　「人材を重視するマネジメント」。日本的雇用の
メンバーシップという言葉からは、日本企業は、
それはできているようにも感じる。しかし、残念
ながら、国際調査の結果ではそうではなかった。

3����中村天江（2019）「個人の�"Voice" と�"Exit" と、賃上げ�−賃金に対する制度・風土・感度が乏しい中で−」『季刊個人金融』、リ
クルートワークス研究所（2020）「マルチリレーション社会�−多様なつながりを尊重し、関係性の質を重視する社会−」
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　図表3は、職場の人間関係において希望が満た
されている割合をまとめたものだ。「一人ひとりの
スキルや才能の尊重」「キャリアアップを支援する
上司」「目標に向かって努力するチーム」いずれの
スコアも、日本は5カ国中最低である。メンバー
シップ型雇用の日本企業では、雇用契約というメ
ンバーシップは尊重されても、人材としては十分
にケアされていないのである。
　実は、「人間関係を理由とした退職」が他の国よ
り多いのも、日本の特徴である。リクルートワー
クス研究所（2012）「Global�Career�Survey」によ
れば、アメリカや中国を含む13カ国中、人間関
係の不満を理由とした退職の割合は日本が最多
だった。

日本企業は「人材との関わり」の再構築を
　冒頭で紹介したように、メンバーシップ型とい
う言葉はもともと雇用契約の法的性格を表すため

に提唱された概念である。よって、メンバーシッ
プ型は、従業員を職場の一員として大切にしてい
ることを意味しない。より正確にいえば、メンバー
シップ型雇用で長期にわたる雇用契約が保障され
ているからこそ、人間関係にことさらのケアをす
る必要がなく、その結果、人間関係を不満とした
離職が起きている。
　日本企業はこのような状態で、今、ジョブ型雇
用への転換を考え始めている。しかし、ジョブ型
雇用に転換するためには、制度を整備するだけで
なく、従業員との関わり方も再構築しなければな
らない。企業がジョブ型雇用によって競争力を高
めていくためには、従業員との対話を今よりもずっ
と大切にしていく必要があるのだ。
　日本企業がメンバーシップ型雇用を脱し、攻め
のジョブ型雇用を実現するには、メンバーとの関
わりを再構築することもまた、必要なことを留意
いただきたい。

図表 3　職場の人間関係において希望が満たされている割合
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出所：リクルートワークス研究所（2020）「5カ国リレーション調査」
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