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●テーマ

2019年10月19日（土） 13：3０～17：０0｜福井大学 文京キャンパス 総合研究棟Ⅰ 13階 大会議室

１、一括採用、終身雇用、年功序列、定年退職の限界
2、ヘッドハンティングという採用
3、SNSを活用した学生と企業のコミュニケーション
［ 講 　 師 ］

●テーマ 内定から新入社員研修、５年後の配属まで

2019年11月16日（土） 13：3０～17：０0｜NICCA イノベーションセンター

株式会社リクルート エグゼクティブ エージェント・・・・・・・エグゼクティブコンサルタント 社会保険労務士  山室 広幸

［ 講 　 師 ］

［ 講 　 師 ］

●テーマ 採用の現状、企業を取り巻く問題点 

2019年11月20日（水） 14：００～17：30｜福井大学 文京キャンパス アカデミーホール集会室

［ 講 　 師 ］
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2019年11月16日（土） 13：3０～17：０0｜NICCA イノベーションセンター
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　今回は求職者とつながっていく接点が1つではなくて
複数、いろんなオプションを各企業は持っておく必要が
ある、そういう時代になったんじゃないかということで、
新しい取り組みにチャレンジされている会社をヒントに
皆さんと議論できたらなと思います。
　売り手市場がそこまで来たかということを感じたのは、
私のゼミの学生が3年連続で1人ずつ留年をしたんです。
私の目から見ても立派な会社に内定が決まっているんで
すけど、本人の中に納得感がないというか、自分が思い
描いているキャリアとその会社でのキャリアがどうも違
う。決まっている会社はもともと本人の第一志望ですよ。
就職ランキングに入っているから「いい会社」とは言い
ませんけど、世間的には「いい」とされている会社です。
だから親御さんからすれば「行け行け」なんですけど、
本人の中には迷いがあって留年を決断した。学生、ある
いは中途採用も含めて、働く時に「なんとなくこういう
人生で生きたい」という漠然としたもの、私はそれを「物語」
と呼んでいるんですけど、私たちより上の世代と彼らの「物
語」のイメージが違ってきているんです。
　私の父親は九州で生まれて関西でワンクッション置い

て、神奈川で公務員になりました。父親にとって人生と
は、大学を出て大きな組織に入り、頑張って出世してい
くことを良しとするという物語でした。哲学者はそれを「大
きな物語」といいます。要はみんなが信じている生き方
ですね。日本はずっとそれを持ってきたと思うんですね。

　しかし、この大きな物語は、私が生まれたころに萎ん
でしまいました。私はバブル絶頂時代に生まれた人間で
すから、豊かだった時代をあまり見ていません。もっと
下の子はさらにシビアで、いまの学生たちはキャリア教
育で会社の平均年齢が20数年だと教えられます。そう

すると、大きな物語を持ち得ない。近い未来、手に負え
る未来についてちゃんと考えていくのが彼らの世代です。
近い未来とは具体的にいうと大学、高校を卒業して数年
くらい。そこをどういうふうに過ごしていくのか、どうい
うふうに過ごせば就職をちゃんとできるか、次の人生を
判断できるのかを考える。だいぶスケール感が違います
よね。これはダメだってことじゃなくて、時代の中で大
きな物語でなくて小さな物語、その人その人レベルの物語、
ローカルの物語になっているんです。

福井型「新採用学」研究  第3回研究会

採用革新のバリエーションと入り口の多様化

神戸大学大学院経営学研究科  准教授

服部 泰宏氏

「大きな物語」から「小さな物語」へ
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自分のキーワードで探す

　なぜこんな話を冒頭にするかというと、就職活動、採
用活動でそこをちゃんと示してあげないと彼らは決断で
きなくなっているということなんです。
　学生の動き方、情報源が多様化しています。ナビサイ
トを使う一方で、そこを使わずに就職活動をしていく学
生も増えてきている。最近の学生の情報検索の仕方を
見てますと、ヤフーのカテゴリー検索というより、グー
グル検索的になっています。たとえば皆さんが「おうち
を買いたい」「車を買いたい」という時、カテゴリー検
索で「車」「住宅」とクリックします。車なら「国産車」、
次に「SUV」がいいのか、「ミニバン」がいいのか、「軽」
がいいのかと絞り込んでいく。私たちは就職をこういう
ふうに決めてきた世代です。
　いまの学生は「自分のキーワード」で検索します。だから、
グーグル型なんです。たとえば「働きやすさ　社会貢献　
福井」というように。これが彼らの中でローカルな小さ
な物語なんですね。こういうふうにして調べていくと何
が起こるかというと、ナビサイトがなくても企業に辿り
つくんですね。皆さんの会社が引っかかってくるような
アルゴリズムになっていなければ彼らと一生出会うこと
がない。就職、採用が難しい時代になってきたという気
がします。
　私のゼミの学生も「検索していてたまたま引っかかっ
てきたんです」「説明会でパッと見て、キーワードにハマッ
たんです」などといいます。合同説明会に行けば出会う、
あるいはナビサイトに登録していれば出会うという世界
とはちょっと違う出会い方になっている。そうなると、

どうやって採用活動をデザインしていくかといった発想
が必要になってきます。

採用をエンターテイメントに

　たとえば採用の入口を複数化していく。研究室に直接
足を運ぶ。あるいは社員紹介、最近は「リファーラル採用」
といいますけど、「全員人事部」であたかも社員全員が
採用担当者かのように、いい人がいたら紹介する仕組み
を作る会社もある。そんなふうに複数の入口を設けるこ
とがトレンドになってきています。
　この研究会は上田先生ともご縁があるので、エンター
テイメントというところに注目しますと、中国地方に「マー
ジャン採用」をやっている会社があります。私はインタ
ビュー取材しましたが、マージャン中は面接とは違うそ
の人の素顔が見えるのだといいます。面接だとすごく丁

寧にものを扱う人がマージャンで負けが込んでくると、コッ
プをがんと置いたり、粗暴になる。誰でもそういう側面
はあるけれども、この会社は運送業で、大事なのはスト
レスがかかってもお客さんから怒鳴られても、荷物はちゃ
んと運ばなければならないということ。ゴルフバッグを
ぽんと投げられたら一発で信頼を失ってしまう。エンター
テイメントと採用の融合というと大げさかもしれません
けど、普通の面接とは違う雰囲気を作ることで、出てく
るものがあるということですね。
　もう1つ面白いなと思ったのは、東京のベンチャー企
業IMJです。この会社ではエントリーシートをやめて、「あ
なたが東京生まれ東京育ちの異性をデートに誘った時、
そのデートプランを詳しく書いてください」という問題
に変えました。もちろん、一般的な志望動機も書かせる
んだと思いますけど、それでは差がつかない。でもデー
トプランだと分散が出るというんですね。

　採用の手法というのは分散が出るものがよくて、すご
くできる子もすごくできない子もそんなにいなくて、普
通の子が一番多くなる。これが一番いい選抜手法なんで
す。極端にいえば「1+1」が選抜手法にならないのは
みんなできるからです。簡単過ぎてふるいようがない。
　IMJの問題はよく考えられていて、東京で育った女の
子にドヤ顔でディズニーランドを出しても「知ってるわ」
となりますよね。お台場でも「何回も行ったわ」となる。
じゃあどうするのか。細かく考えていかなければならない。
　この問題には合理的な理由があって、IMJでは顧客に
まさにそれをやっているんですよ。お客さんは何を求め
てるのか。「それなら、こんなデジタルマーケティングを
提供したらどうか」と提案する。普段、業務の中で恋愛
相手にサプライズするようなことをやっているので、ちょっ
とふざけているように見えるけど、すごくいい採用ツー
ルなんです。

新しい採用を考える

　今日の主題の1つは「新しい採用を考えていく」とい
うことですね。そのサブタイトルとして、いくつかの入口
を設けて会社にいろんなタイプの人が入ってくる状況が
求められてくる。その時に私が好んで出す考え方に「A（ア
トラクション・惹きつけ）S（セレクション・選抜）A（ア
トリション・自然減）」というものがあります。
　会社は放っておくとどうしても似たような人たちが集まっ
てきます。それが悪いとも限りません。会社が成長基調で、
リーダーがしっかりしている時なら同じような人たちの
方が実はうまくいくんです。
　でも、いまの日本の会社は成長が不確実になってきて、
必ずしもトップに強力な人がいるとは限らない。そうなっ
てくると、いろんな考え方を持っておく必要があります。
　皆さんの会社に学生がエントリーした時点で、ライバ
ル会社とは若干タイプの違う学生が惹きつけられている
可能性があります。学校のイメージとして早稲田、慶應
が分かりやすいですね。どちらも素晴らしい大学で、レ
ベルが均衡している。しかしエントリーを出す学生のタ
イプが違う。早稲田、慶應、なんとなくキャラクターの
違いがイメージできますよね。会社でも同じことがいえ
ます。
　1つ目のアトラクション、惹きつけが募集・エントリー
だとしたら、2つ目は選抜です。皆さんは選抜する時に「う
ちの会社っぽい人」を評価しがちになる。3つ目の自然
減は仮に早稲田に慶應的な人が、慶應に早稲田的な人
が入ったとします。でも合わないとなれば、会社なら辞
めうる。少なくとも会社の中心に行かず、声が大きくな

らなくて、その会社の傍流ぽくなってしまう。これが自
然減です。
　会社って結局、どうしても同質的なメカニズムが働く。
必ずしも悪い意味でいっているわけではありません。こ
ういうものが会社を会社らしくするし、大学なんて4年
間で人ががらりと変わるのに、なんで「大学らしさ」が
残るんだろうという1つの秘密ですね。皆さんの会社でも

「うちの会社らしくなってるな」という時、良くも悪くも
この同質性のメカニズムが働いていると思います。
　この研究会ではこれまで、最初の惹きつける募集の段
階でどういうメッセージングをすれば、くる人が変わる
かもしれない、ということを議論してきました。選抜では、
面接の中で、どういう人を採るか。面接はどんな内容にして、
どんな質問の仕方をすると、どんな人が評価されるか。
そこをちゃんと考えておかないといけない。私たちの評
価はどうしても似た人、近い人に寄りがちになります。
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「おせんべい好き」を採用する

　これまでの研究会で新潟県の三幸製菓さんの話をしま
した。従業員数百名の大きな会社ですけど、巨大企業
ではなくて、ライバル企業というと明治製菓・亀田製菓・
不二家・ブルボンといった超超がつく人気企業になって
くる。ちなみに明治製菓の求職者知名度は95%を軽く
上回ります。一方、三幸製菓の知名度はせいぜい20%
です。20%知られてるってめちゃくちゃスゴイですけど、「ほ
かのライバルと普通に勝負をし、明治や不二家や井村屋
に落ちてくる学生を採用していると、うちはジリ貧になる」
と考えた。それで入口を複数化して、その入口ではそれ
ぞれキャッチする優秀さを変えたんです。
　その優秀さを探るために社内のハイパフォーマーにヒ
アリングをし、彼らは何が違うのか、じっくり耳を傾け
た。すごく成績を上げて残っている社員とは、たとえば
1つの結論がなんてことはない、「おせんべいが好きな人」
が残っている、と。
　これは衝撃的な結論で、ハイパフォーマー分析、大学

分析、いろいろデータ分析してますが、全然関係なくて、
おせんべい好きって人がめちゃくちゃ活躍しているんですよ。
　この結論は納得できるところもあって、三幸製菓では
1メートルかける1メートルのスペースをいろんな会社を巡っ
て営業するんですけど、その時に「おまえ、ほんとにお
せんべい好きなやっちゃな。分かった分かった。1回買っ
てやるわ」と商売って案外こんなやりとりで決まったり
するわけです。そうなってくると「意外とおせんべい好き
な人を取ったらいいんじゃないか」と大真面目に採用し
ていったんですね。

虚構を信じる人間のすごさ

　こうした事例のバックグラウンドでは、どんな議論を
してその発想が出てきたのか。それが今日の議題です。
アイデアを発想していく時に、頭の使い方としてヒント
になるのが「サピエンス全史」という本です。人類の歴
史の本で、採用とは関係ありません。
　この本の中身を簡単に説明しますと、私たち人類が進
化する中でいくつか革命的な出来事があった。いままで
の一般的な説明では産業革命やIT 革命、農業革命など
がいわれてきて、それも確かに大事だけれど、この本の
著者は言語がちゃんと使えるようになって、言葉で虚構
を表現できるようになったことではなかったか、といっ
ています。
　たとえば猿の世界では目の前にあるものでコミュニケー
ションする。ドングリがあるとか、オレはボスだとか、
全部事実というか、そこにあるものです。猿は「キリストが」
とか「ブッダが」なんていいません。少なくとも信じて

いない人にとっては、「ない」ものですから。
　でも私たちは神社に行くと静粛な気持ちになるし、私
も教会で結婚式を挙げました。そういうふうにどこかで
信じている。言葉をしゃべれるようになったこともそう
だけど、虚構、本当にあるかどうか分からないものをみ
んなで「ある」と信じることができるようになったこと。
それが人間のすごいところだとこの本は言っています。
　では、人類が見出してきた空想的虚構とは何だったの
か。いまなら企業、ちょっと前なら宗教はすごく大事な
要素でした。私たち人類がグループを維持できるのは、
そして他の人たちと協働できるのは、実は空想的虚構が
すごく大きな意味を持っているからなんですね。

採用を「比喩」で考える

　なぜこんな話をしたかと言うと、採用活動を新しくする、
あるいは企業の中で新しい人事制度を作る、製品のイノ
ベーションを起こすのもそうなんですけど、基本的にす
ごく抽象的な世界なんですよ。ただ闇雲にどんな採用が
いいかと考えても難しい。私はこの5年間ほど、抽象的
な採用活動を成功させた会社には共通項があるんじゃ
ないかという問題意識で考えてきました。そうすると三
幸製菓やIMJは、いろいろ違う点はあっても共通点が1
つあって、その採用を彩るネーミング、フレーズが結構
早い段階で出てきてるんですね。
　三幸製菓ではナビサイトを使って一般的な採用活動を
してきたのをやめて、自前の入口を多様化した時、カフェ

テリアのように求職者が選べるという逆の発想があるん
じゃないかということに思い至った。

「うちの社食ってカフェテリアみたいだよね。お腹が空い
ていない時は軽めのパンとヨーグルトとサラダぐらいに
しておいて、がっつり食いたい時はカツカレーにしてとか。
ああいう採用ってどうですか」。そんな比喩、例えから、

「カフェテリア採用」の発想が出てきたんです。
　同じようにIMJも、恋愛と採用は似ていると考えました。
そこで人間と人間が本当に出会った時のリアルな感覚を
ちゃんと忠実に違和感がないように設計しようとした。
新しい抽象的なものを作っていく時に比喩みたいなもの
が使えるんじゃなかろうかということですね。恋愛は就
職じゃないし、就職はカフェテリアでもないですけど、カフェ
テリアみたいなものとして考えてみることで、メンバーで

イメージが共有できる。「カフェテリアは最後にチェック
アウトがあるけど、最初に課金するシステムもいいよね」
と議論が膨らんでいく。そんなふうにして考えていくって
ことです。
　なぜ比喩が大事か。採用を新しくしたいと思っても、
なかなかいいアイデアが出てこない会社はたくさんある
んです。面白そうなアイデアが出ても空中分解したり。
最後まで議論して新しくできた会社って、内々のものであっ
たとしてもフレーズみたいなものをちゃんと考えている。
そこからいろんなことを思考しているんですね。
　その時の発想の仕方、採用の新しいメタファーについ
て、これから隣近所の皆さんと議論してもらえたらと思っ
ています。その時の考え方が2つぐらいあって、皆さん
にぜひご紹介したいのが「模倣の経営学」という本です。
製品イノベーションを起こす時に同じ業種、違う業種の
模倣によって新しいものが生まれてくることが多い。そ
れは全然悪いことじゃない、といっている本なんですね。
　この本の中で、2つの模倣の仕方があるといっていま
す。1つは「反転模倣」です。いま現状はこうなってて、
それがダメだからこうしましょうというやり方。たとえば
いまの採用は恋愛とはまったく違って、お見合い的になっ
ている。企業も学生も本音を言い合わない。逆に「お見
合い的じゃない採用ってなんだろう?」と考える。これ
が反転模倣なんですよ。
　その逆は「正転模倣」です。まったく違うところのア
イデアを自分の業界や採用の世界に持ってくる。カフェ
テリア採用はまさにそうです。カフェテリアは採用と全
然関係ありませんが、その発想をこっちに持ってこよう
ということです。
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　たとえば結婚のマッチングはいま精度が上がって、そ
のマッチングアプリを自分の業界に持ってこようという
ように、違うところからそのまま持ってくる。若干加工
はするにしても。こんなふうに違うところのイメージを持っ
てくる。そんなことを考えながら、4人ぐらいでグループ
を作って議論していただいたらと思います。
　いまの採用ってどんなふうになっているのか。親子な
のか恋人関係なのか分かりませんが、新しいやり方はど
んなものがあるのか。どんな採用ができるのか。恋愛
を地でいくとしたらどんな採用があるのか。突飛もない
アイデアをいえば、オークション的採用はどうなのか。
そんなふうにちょっと違う比喩を出していただいて、無
責任な会話でいいので、いままでの常識とか発想を取り
除いて話し合ってみたらいいのではないかと思います。

グループワーク

●服部
　　どんな話が出たか、いくつか紹介してください。

●グループA
　　私どもは菓子屋なので、三幸製菓さんじゃないです

けど、まずは「おせんべいは好きか」という話から進
めました。うちの会社にはお菓子を嫌いな人はほとん
どいないので、「嫌いなお菓子はありますか。どういっ
た理由でこのお菓子が嫌いなのか」と聞く。そういう
ことをいえる人間、いえない人間を採用の見方として
考えられるのでは、という話をしました。

●グループ B
　　私のグループでは「尖った採用」をしないといけな

いという話が出ました。というのも、いま採用に臨ん
でいる人って自分の会社にいる似たような人を集めて
しまう。当社はIT企業なんですけど、今後はコミュニケー
ションは苦手でもスキルや技術を持っている人を採用
する、そんな先進的なことをやっていかないといけない。
ただ、尖ったまんまじゃなくて、入社後は扱いやすい
ように教育していかないといけないという話もしました。

●グループC
　　うちの会社の社是が「おにぎり経営」なので、「お

にぎり採用」というネーミングを使っています。社員
が1つ1つギュッとなって会社を作っていこうというの
が社是なので「それを比喩化したら面白いんじゃない

ですか」と議論しました。そこで出てきたお話が、人
事部の方が採用で受けにくる学生にすごく親身になっ
てくれるお父さんお母さんみたいということで、ネー
ミングを「お父さんお母さん採用にしたらどうですか」
と。いますぐ何かを変えられないけど、やっているこ
とをネーミングで面白おかしくしたらどうかという話
をしました。

●グループ D
　　私たちのグループはメタファーに行く前に、自社の

強みをもっと明確にして考えていく必要があるかなと
なりました。グループの中では、ある特徴的な楽器が
強いとか、ここをもっと打ち出すことによってメタファー
につなげられるんじゃないか。まずその前の作業をきっ
ちりやる必要があるかなと考えます。

●服部
　　今日の話は抽象的に思えた方もいらっしゃるかもし

れませんが、発想する時に何かに例えてみましょう。
そこからひっくり返したり、まったく違う世界のもの
を正転して持ってくる。こうすることが新しい発想に
つながる。もしかしたらサービスとか事業そのものに
も使えるかもしれません。そんなことを考えていただ
くと単純に面白いし、盛り上がります。今日はたかだ
か5分、10分でしたけど、皆さんの会社でやると発想
が活性化されるんじゃないかと思います。
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ですけど、その時に学生は何を見ているのか。学生が
本当に知りたい情報、見たいこと聞きたいこと体験し
たいこと。それを教えていただければと思います。

●服部
　　企業のサイトを見ている滞在時間、画面を開いてい

る時間って実は長くても数分なんですよ。いまの学生
はほとんどがスマートフォンで情報を摂取するので、
そのインターフェースが重要になってきます。ここでス
トレスを感じると、残念ながら「さよなら」するんです。
これを大前提として考えなければいけない。

　彼らは一言一句を見ているわけじゃなくて、いくつか
のキーワードを選択的に見ていますね。逆にいうと、
それがどこにあるか視覚的に分かる設計が重要かなっ
て気がします。

　　若い人たちに刺さるワードも変わってきました。私

が学生のころ、東京のある会社が「若いうちからVIP
に会えます」とか「世界的に活躍できます」と打ち出
して人気を集めたことがありました。でもその会社は
いま「VIP」も「世界で活躍できる」も一切出していな
い。いまの若い人たちに響かないんですよ。VIPに弱
いのは、昭和世代です（笑）彼らが注目するのは、た
とえば「人材育成がきめこまやか」だったりする。リ
アリストなんです。私みたいなロマンチストじゃない。
いまのは半分冗談ですけど、何が彼らに刺さる単語な
のか知っておく必要がある。一言でいえば「キーワード」
ですね。

ナビサイトを使った就活は
今後変わりますか?

●質問
　　AIを使って内定辞退率を出していたリクナビがマス

コミや各大学のキャリアセンターから締め出しを食っ
ているという話を聞きましたが、この問題が今後どう
なっていくのか。ナビサイトを使った就活は今後どう
変わっていくか。2つ目の質問はいま、逆求人サイト「オ
ファーボックス」が非常に注目されていますが、地方
の中小企業が2~3人を採用する時にこのオファーボッ
クスは果たして効果的なのか。3つ目、採用に関して
は母集団形成、内定歩留まり率、早期離職の3つの
視点で考えなければいけないと思います。しかし、こ
の3つの視点で効果を発揮するような動機付けがなか
なか難しい。母集団形成から内定歩留まり、早期離
職に関して一貫して響くような言葉があればご教授い

ただければと思います。

●服部
　　1つ目と2つ目は私の中で重なる問題なんです。学

生の中で明らかに情報源が分散しているんですね。リ
クナビ、マイナビに主として頼るというよりも、イン
ターンはそこで見つけるけども、それ以降はまた違う
ところから情報をゲットするというように分散してきて
います。一般的に1つのサイトに寄り添っていく世界か
ら、学生が競合商品から組み合わせるのがトレンドに
なっていくと思います。

　　そのトレンドの1つが学生たちに人気があるオファー
ボックスで、一般的な採用に飽和している学生がオ
ファーボックスに流れていっている印象がありますね。
いきなりあそこに行く学生ってあんまりいなくて、まず
一旦リクナビなどを通って「これじゃなかなかいい情
報が得られないな」と思った時に、「オファーボックスっ
てダイレクトでいいじゃん」となる。早期に内定をもらっ
たり、インターンシップでたくさんオファーをもらった
りする上位校の学生が「もっと絞っていきたい。もっ
と効率よく動きたい」というニーズが発生した時に初
めて手を出してくるのだと思います。「そういう学生は
狙っていない」のであれば、それほど有効なツールで
はありません。要はターゲット次第ということですね。

　　3つ目の質問に関しては、私がよくやるのが説明会
やエントリーシート、第1次面接といった各企業の時
間軸のフェーズを横軸にして並べ、縦軸に人材をキャッ
チする、惹きつけることに成功しているツールを置い
てみる。たとえば募集のところでいうと研究室に行っ

質疑応答

服部先生との対話

どんなふうに人選しますか?

●質問
　　弊社はいま、役員の頭の中で採用や会社の強み弱

みを考えている形でして、できたら社員と一緒に考え
ていけたらなと思っているんです。まずはどういうふ
うに人選をするのか。どうしたら、やってみたいなと
思わせるのか。入口に立つ術があれば教えていただき
たい。

●服部
　　単に人を集めればいいかということでもないし、会

社が好きな人を集めればいいというものでもない。発
言したいというエネルギーを持った人って意外と多くて、
めちゃくちゃネガティブな人は厳しいと思うんですけど、
フラストレーションがちょっとあるぐらいの人がいい
と思います。採用担当に若い人をつけると冷静に自分
を見つめ直す機会になったりする効用もあるので、そ
ういう人たちの方がいい議論ができる気がします。採
用がどうのこうのよりも、まずは発言したそうな人を
集めて議論の場を作ってみるとよいのではないでしょ
うか。

多様化する学生を追いかけるには?

●質問
　　多様化した学生を中小企業の少人数の

採用チームが追っかけても、とても全部を
カバーしきれません。ナビサイトと合説に
頼っていた時代の方が企業側はかける能力、
コストが少なくて済んだんですが、それで
は結果が出ない。インターンもやって学校
にも行ってといろいろやってるんですけど、
1個1個の効果が薄く、採用に人数やコス
トをかけられる大きな企業の方がより有利
な流れになっている気がします。小さな会
社が多様化している学生とどういう関係性で、採用の
新しい次のフローを考えていけばいいのか。何かヒン
トがあればうれしいなと思う次第です。

●服部
　　大企業もどういう求職者のために時間とお金を使う

かを考えるようになってきました。いままでであれば
1人に10万円かける、20万円かけるという丼勘定だっ
たと思いますが、そうではなくて、「この学生には時
間とお金をかける」みたいにメリハリをつけるのが全
体の傾向になってきている気がします。ただ、それを
やるためには前段階として、どんな人を大事にするか
といった明確な定義が必要です。次にそういう人たち
が固まっている場所はどこなのかを特定することだと
思うんです。

　　文系の研究室にも最近、人事の方がきてくれます。キャ

リアセンターに行くと確かに何千人、何百人に会える
かもしれないけど、そこにいる学生の志望動機はあい
まいです。でも研究室にくれば、自分の会社に興味が
あるわけじゃないけど、特定のビジネスにすごく興味
を持つ学生が10人だけどいる。そんなふうに、どこ
に行くと効率的か、コストを1つ1つ特定することが大
事になってくるのかなと思います。そこは草の根のサー
クルかもしれないし部活かもしれない。そういう方向
性が切り口的にはヒントになると思います。

いまの学生は
企業サイトのどこを見ていますか?

●質問
　　いまの学生はどんなことに興味があるのか。就活サ

イトなどから企業の採用ページに入ってくると思うん
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てピンポイントで探してくるということですね。このよ
うに縦軸で全体を管理する発想が重要で、一貫してな
んらかのメッセージを出し続ける発想よりも、各フェー
ズのどこで人材をキャッチしているか、逆にどこで逃
げられているのかを考えていかれるといいと思います。

通年採用をどう考えますか?

●質問
　　1年生の時からインターンシップを始める子も出てき

た状況の中で、たとえばインターンシップをどうステッ
プアップさせていったらいいのか。もう1つ、3月1日スター
トという採用シーンが残る形になっていますが、先生
が考えられる通年採用、今後どうなっていくかという
ところを教えていただきたい。

●服部
　　2つ目からお話させていただきます。おそらく大き

な流れとしては通年採用の方向になっていくと思います。
ただ、通年採用に向かって早くから動き出す会社や学
生もいれば、逆にみんなと一緒に動きたくないという
学生も実は一定数いるんです。

　　いくつか有名な会社が1年生からインターンシップを
始めましたけど、結局戻してきています。なぜかとい
うと、要は早めにキャッチしてもキープできないんですよ。
であればみんなと一緒くらいの時間で始める。1年間
ぐらいだったら頑張って学生をキープできるというふう
に方向に収斂してくる。いまのルールがなくなってもそ
こそこのところで落ち着いてしまうんだろうなと思いま

す。少なくとも当面は、いまよりも「ちょい早」ぐらい
かなと。もっと先になると新卒と中途の垣根がなくなっ
てくると思いますが。

　　もう1つの質問に関しては、いまの学生はめちゃくちゃ
時間がないということ。ゼミにも一生懸命だし、起業
体験もしたい。だから、インターンシップにしても本当
に行くに値するものだけしか選ばなくなってきている
んですね。

　　インターンシップを選ぶ基準は2つあって、1つは学
校では得られないようなコンテンツであること、もう1
つはそこに行くことで内定を得られること。メリットで
動くということですね。今後はメリットのあるインター
ンシップが残っていくだろうと思いますね。

多様な採用で入社した
社員の育成方法は?

●質問者
　　三幸製菓さんのように多様な採用方法で採用した場

合、いろんな人材が集まってくると思うんですね。そ
こには弊害もあると思います。三幸製菓さんではどん
なふうに人材育成をしているのか興味があります。

●服部
　　面接だけではない見方をしていると、コミュニケーショ

ン能力を担保されていない人が入ってくることがありま
す。ここは三幸製菓も自覚しているリスクで、入社後
にブラザー制度やシスター制度を用意し、要は先輩社
員に営業同行してもらって、しっかりトレーニングして

いく。採用と育成をセットにしているので、「おせんべい」
だけで採ったとしてもフォローアップできるんです。

　　さらに配属にも工夫があって、人事部で事前に上長
の情報を握っておいて、人をうまく伸ばしてくれるとか、
その人のところに配属すると元気付けられて帰ってくる
とか、そうした上長の情報を把握して、採用した人を
差配している。入ってからのフォローアップ、上長の配
属という2つをコントロールして、起こりうる困難に対
処しているんですね。

1 2

3 4
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　以前、在外研究をする機会があって、マサチューセッ
ツ工科大学(MIT)に行きました。そこで勉強していた時、
メディアラボという新しい建物ができたんです。今日の
会場(NICCAイノベーションセンター)はメディアラボに
雰囲気がすごくよく似ています。歩いていくと対角線上
に廊下が見えて、どういう人がいるか、何をやっているか、
社長室が全部見えるようになっています。メディアラボ
もそう。全部ガラス張りで、外の人もここまで見せてい
いのかなというぐらい中へ入れるんです。
　散歩しながら他のグループが何をやっているかガラス
越しに全部見える。「面白そうなことをやっているな」と、
ちょっと行ってみて話をすることがすごく大事です。僕
は1年間客員教授で行ってたんですが、面白いことが毎
日起こるんですよ。とにかく、いろんな人に出会う。一
言でいうと毎日がカーニバルなんです。
　たとえば誰かにアイデアを話すとするでしょう。する
と彼らは「ものを持ってこい。ものを持ってきてディス
カッションしよう。作ることを通してアイデアを交換し
よう」というんです。形にしたものを見せると、彼らは

「awesome(オーサム)」とまず褒める。「オーサム」とは、

「すごい」「クール」「カッコイイ」といった意味のスラン
グです。「これ見てくれる?」「オーサム、オー」というよ
うに。それでいろいろ話をしていると、「ここを直したらもっ
とよくなるじゃない」とかポジティブに会話が進むんです。
　彼らのカルチャーは、まずできたものを人に見せる。
そして「すごい」という。それは社交辞令ではありません。
その人が苦しんで作っているのが分かっているから、あ
いつが作ったものなら相当なものなんだろうと考えます。
同じ当事者の同志として。そこでアイデアがどんどんぶ
つかっていくんです。

クラッシュしないと何も起こらない

　今日のメインテーマは「プレイフル・クラッシュ」で
す。「クラッシュ」というと、皆さんよく知っている英語
は「crash」。「自動車がどんとぶつかる」の「クラッシュ」
です。でも今日の大きなテーマは「clash」。こっちのクラッ
シュは、ものがぶつかるんじゃなくて、意見や文化がぶ
つかること。たとえばアメリカに行くと、アメリカ人にとっ
ては当たり前でも日本人にとっては「え~」ということが

あったりします。多様性のMIT では何かアイデアをいう
と、必ず「え~」とクラッシュが起こるんです。クラッシュ
が起こらないと何も起こらない。

「それ面白いね。僕も考えてた。良かった良かった」で
終わったら何も起こらない。「えっ」が大事。アイデアを
持ち寄って、相手が「えっ」といってケンカして終わりじゃ
なくて、「それ面白いね。一緒に考えてみよう」が大事です。
　私たちが発達するのは古い衣を捨ててどんどん着替え
ていくからです。自分で理解できないことを、どうすれ
ば理解できるだろうと自分の心を広げてみると、取り入
れられる。心を開いていくことで見えるものがある。ア
イデアとは、人間が成長したり発達したりするのとまっ
たく同じなんです。

ポジティブ・コアは何かを考える

　今日は2つ、話をしようと思っています。「プレイフルに
クラッシュ」して何をやるか。そして「ポジティブ・コア」
の話です。
　ポジティブは前向き、積極的なという意味、コアは核、
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アイデアをどんどんぶつけ合う

芯ですね。自分の軸はどこにあるのか、自分の考えはど
こにあるのか。今日、皆さんはいろんな会社からこられ
ているわけですけど、会社で働いていて根源的な「なん
でここにいるんだろう」「なんでここで頑張っているんだろ
う」ということを深く考えるということなんです。自分1人
で考えてもなかなかうまくいかない。だけど、横の同僚と

「どういう気持ちで働いているんだ?」と話し合ってみる。
あるいは新しく入ってきた人と一緒になって考えてみる。
　新人研修で「こんなことをうちのモットーとしているか
ら、ここをちゃんとやってください」といっても、人から
与えられたものは自分のものじゃない。それに従うのは「な
んか嫌だな」と思ったり、「オレは違うんだ」と思ったり
すると思います。その時、納得するまで話し合う。もち
ろん新人の方だけじゃなくて、皆さんも1回立ち止まって
自分のポジティブ・コアは何かと考えるんですよ。そして、
それをどんどんクラッシュさせてほしい。
　今日はここで練習をやっていただいて、会社に帰って
からもう1回、小グループで集めてやってほしいんです。「君
はどういう気持ちで働いている?」と聞いて、それをしっ
かり見極めた上で、「どうしていったらいいんだろう」と考
えてほしい。先ほど杉本さんのお話（P29参照）を聞いて「大
変だな。こんな子たちにどういう教育をしたらいいんだろう」
と思われているかもしれませんが、大事なことは一緒になっ
て本気で考えることなんです。本気で行動しながら、考え、
振り返ってみる。それしかないんです。

人に影響を与えるために学ぶ

　今日の若者に「なんのために勉強しているの?」と聞
いたら、「世界を変えるため」と答えたりします。「そん
な大それた」と思いますが、世界とは大きな世界もあり
ますけど、友達とか周りの人たちがいるのも「世界」です。
ちょっと意見をいうことで、世界は影響を受けますよね。
　ハーバード大学教育大学院のホームページに「Learn 
to change the world」と書いてあります。「世界を変
えるために学ぶ」。僕はそれをもっと積極的にして「Rock 
to change the world」と考えました。「rock」とは
影響を与えるということ。「人に影響を与えたい」「人に
伝えたいがために勉強している」。これはすごく大事なこ
となんですよ。
　ゼミが始まった当初、学生に「世界を変えようぜ」と
いうと「先生、そんな大それたことをいわないでください」

「私変わりたくないんです」「世界を変える力もないし、
自分を変える自信もない」といい出す。でもみんなそう

思い込んでるだけなんです。
　同志社女子大学ではかつて、卒業生の8割ぐらいが小
学校の先生になりました。最近は保育園や幼稚園、小
学校の先生が半分ほど。あとは企業に就職します。教
育と企業はあまり関係ないように見えますが、実はとて
も関係があります。皆さんは人事関係の方なのでそれに
近いんですけど、人に何かものを伝える、あるいはいき
いきと学ぶ、あるいは働く場をどうデザインするか。実
は、教師というのはデザイナーなんです。昔の教師は一
方通行の形の授業が多かったんですが、これからは全然
違います。先生が「場」を作って、みんなで学んでもらう。
みんなが動かないと学びは成立しないんです。

対話を通して知識を作る

　「ソーシャル・コンストラクショニズム」、社会構成主
義という言葉があります。「コンストラクション」は建設
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する、作るということ。知識は降ってこないんです。知
識とは僕らがしゃべっていることを伝達して頭の中に入
れる、ということじゃない。皆さんが僕の話を聞いて理
解してくださっているのは、皆さんの経験と照らし合わ
せて僕の話を吸収しているからだと思います。意味や解
釈、理解は皆さん1人1人が作っているんです。僕がしゃ
べったことの受け止め方は全員違うんです。皆さんのバッ
クグラウンドが違うので当たり前のこと。自分の経験に
基づいて知識を作って、作り直して、それが毎日の学び
なんです。
　コンストラクショニズムにソーシャルがついているのは、
1人だけじゃなくて対話を通して知識を作り上げるという
こと。職場の仲間と一緒にいろんなものを作っていく。「知
識は自分たちで作ろうぜ」というのは、教育における大

きなコペルニクス的展開です。
　皆さんは会社でほとんどの時間を費やす。ここで成長
し、幸せになっていく魅力的な会社を本気で作ろうと思っ
た時、みんなで考えて作るしかないんです。社長がぽん
と出て行って、「これに従ってやれ」といっても社員はつ
いてこない。特にいまの若者は。昔の人は「ついてこい」
で結構行けたんですけど、もうそんな感じじゃない。だ
けど若者は成長したいんです。自分が生きている意味を
知りたい。杉本さんが仰ったように、いまは「頑張った
ら自動車が買える」とか、「頑張ったら課長や部長にな
れる。だから頑張ろうぜ」というレールが見えません。
まさにコンストラクショニズムで、自分でレールを作るし
か仕方がないんです。

リフレクションも必要

　会社の将来なんて誰も分かりません。5年後、会社が
あるかも分からない。未来がどうなるか分からない。で
も、いまを頑張っていれば大丈夫だと思うんですよ。い
まここに集中しない限り、明日はないんですね。1つ1つ
積み上げながら、それを俯瞰的に見て、自分が進んでい
く道がこれでいいのかどうかを考える。「いけいけドンド
ン」のスピリットとちょっと振り返る姿勢が必要になって
くるんですね。
　プレイフルというのはワクワクドキドキして、本気で
取り組むという意味です。「面白いからやってみようぜ」
ということですが、それと同時に、「ちょっと待ってね」
と振り返って省察する力、リフレクションも大きなキーワー
ドです。
　1983年にアメリカのMITの教授でドナルド・ショーン
という人が「新しい専門家像」という世界がひっくり返
るような本を出しました。リフレクティブ・プラクティショ
ナーとは省察的な、あるいは反省的な実践家です。専
門家というのはたくさんのテクニカルなものを知ってい
るエキスパートではなくて、状況と対話できる人なんで
す。たとえばカウンセラーも弁護士、経営者も学校の先
生もそう。たくさんの知識を知っている専門家ではなくて、
状況や人、問題とちゃんとリフレクティブにカンバセーショ
ンができる人。深い洞察があり、意味をさっとつかむ。
そういう人たちが専門家であるし、すべての人がそうなっ
てほしいと思います。
　ガンガン働くと同時に、振り返ってコントロールしていく。
ちょっと対象化する俯瞰能力が必要です。いま自分は会

社の中でどんなポジションに置かれているか。「こびと」
の自分をいつも置いて、自分をコントロールしないとい
けない。全員がそんなふうになってくると、うまくいくん
です。クリエイティビティも大事だけど、イマジネーショ
ンもすごく大事です。これからは「クリエイティブなイマ
ジネーション」というのが、ものすごく大事な時代になっ
てくると思います。

自分を表現するステージを作る

　福井の松浦機械製作所というプレイフル・スピリッツ
にあふれる会社でミュージックビデオを作りました。こ
の元気な若者たちの姿を見てください。

【ミュージックビデオ上映】

　すごいですよね。私のゼミ生も加えて、みんなで作り
ました。もちろん最初は抵抗がありますよね、ミュージッ
クビデオだなんて。松浦さんとの打ち合わせの時に、「こ
の歌詞（WANIMAの「やってみよう」）がいいからこれ
でやってください」といわれたので、歌詞に合わせてみ
んなで「ワー」ってやったんです。そしたら、みんなイキ
イキしてきたんです。ステージが大事なんです。ミュージッ
クビデオを見ると誰もやる気なさそうに映っていません。
みんな、本気でやっていたんですよ。
　ビデオの中に中心的な人物がいましたよね。彼は撮
影をした時、「この会社でやろうかどうか迷っていた」と
いってたんですけど、ミュージックビデオを作って「頑張
ります」となってくれました。みんなでミュージックビデ

オを作って大画面で鑑賞して自分を対象化して見る。「あ
んなにキラキラしている自分がここにいる。あんな自分
で仕事していきたいなあ」。そういうことをたくさん体験
していく。
　ミュージックビデオは採用学のプログラムでやらせて
いただいたんですけど、こういうのを大学生が見ると、「こ
の会社面白そうだな」「自分も入っていけるんじゃないかな」

「何してもいいかな、ここでは」とか思うかもしれません。
　最初、みんなをどうやって巻き込もうか、ショック療
法がいるかなとドキドキしてたんですけど、やってみた
らみんなノってくれました。松浦の社長さんが後で「こ
んな面白い社員がうちにいたんか」と仰ってたと聞いた
んですけど、みんな何かを持っているんですよ。ただ、
それを表現する場所や機会がない。ステージを作ってい
くことが非常に大事なんです。

頭の中にあるものをみんなでシェアする

　「一番核になる大切なことは何だろう」ということを考
えることによって、前に進めるんじゃないかと思います。
ポジティブ・コアとは核となる潜在的な価値とか活力の
源みたいなもの、自分が会社で働く価値です。それを考
えるために皆さんでヒーローインタビューをしてみたいと
思います。
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「ポジティブ・コア」ワークショップ

　向かい合っている人に「働く上で一番大切にして
いることはなんですか」「働く中で一番輝いていた時、
楽しかった時はどんな時ですか」「仕事で自信を持
てた瞬間はどんな時ですか」とヒーローインタビュー。

●上田
　ちょっと感想を聞いてみましょう。

●参加者
　インタビューさせていただくと、「大事にしているのは、

聞くことを大切にしている」とのことでした。特に「社
員さんの声を聞くことを大切にしている」と。「楽しい

ことは何ですか」とお聞きしましたところ、「企画書を
作成している時が時間を忘れるくらい楽しい」とのこ
とでした。頭の中に企画をいっぱい持っていらっしゃっ
て、それを形にする、文章にすることに喜びを感じて
いらっしゃるのだなと感じました。「お仕事の中で自
信を持てる瞬間はありますか」とお尋ねしたところ、「お
客様の『ありがとう』というお声を聞く時に自信を持
てます」と仰っていました。

●参加者
　「働く上で大切にしていること」でお尋ねしまして、「社

員の話を聞くこと」というお答えをいただきました。
「どんな話を聞くのか」とお聞きしたところ「各部署、
営業や製造や開発、それぞれの悩みを聞いている」

とのことでした。「輝いていた時」は10月1日に内定
式をされ、内定者全員が顔を見せて出席したことに
自信というか、ほっとすると仰っていました。

インタビューした人が「あなたがこの会社で働いている
意味や価値はここにある」と書いてインタビューしたヒー
ローにプレゼント

●上田
　どんなことを書いてもらいましたか。

●参加者
　「相手の方とのウィンウィンの関係を大切にしている」

と書いていただきました。

●参加者
　私は「スマイルクリエーター」と書いていただきました。

笑顔を大事にしているのでうれしいです。

グループでディスカッション

●上田
　グループの方と仲良くなった気がしませんか。

●参加者
　最初は初対面なのでドキドキしましたが、いろいろ話

を聞いてもらって、みんな悩んでいるんだなあと感じ、
いい意見もたくさん聞けました。

●参加者
　普段思っていることを書かせていただいたんですが、

改めて質問されて、自分の中で整理ができたのがすご
く良かったなと。話すことで実現に向かっていけるんじゃ

ないかなという思いになりました。

●上田
　いま仰ったこと、まさにそうなんです。一回自分で口

にしてみると、考えていたことを改めて見ることがで
きます。毎日忙しいからなかなか機会がありませんが、
こういうことを習慣づけていくといいと思います。

頭の中にあるものをみんなでシェア

　昨日、授業で「レゴで履歴書を作ろう」をやりました。
今日皆さんとやったように紙を配って、まずはラインだ
け作ってもらったんですね。「楽しかった時とか輝いてい
た時ってどんな時だろう」と考えながら、学生がレゴで

ヒーローインタビューでは参加者たちが相手のポジ
ティブ・コアを聞き出した

参加者が「働くことに関して私の核は」などと語るインタビューの答えを質問者がメモをとる 自分のポジティブ・コアについて考えを巡らす「一番大切にしていることはなんですか」「働くなか
で一番輝いている時はいつでしたか」などと質問　

インタビューしながら相手のポジティブ・コアを探っ
ていく

参加者たちの熱気に包まれる会場 チームになって和気あいあいとディスカッション



26 27

［ 講師 ］同志社女子大学現代社会学部現代こども学科  特任教授　上田 信行 氏 ［ 講師 ］同志社女子大学現代社会学部現代こども学科  特任教授　上田 信行 氏

作るんですね。勝手に自分で決めたらいいんです。黒は
ちょっと落ち込んでいる時、赤は燃えているとか。人に
よって違うんですけど、自分の中では整合性があるよう
に作っていく。3分の2くらいを現在にして、3分の1は未
来にする。今日は文字と言葉だけでしたけど、レゴで作っ
てみても面白い。レゴは具体的に形を表すものじゃない
から、日本人の得意な「見立て」です。レゴを見立てて
いくと、なんとなく分かるんです。その人の人生がどこ
で盛り上がったとか、どんな気持ちだったかとか。やっ
てみられると非常に面白いと思うんです。
　手を動かしている間に段々自分で見えてくるんですよ。
今日、皆さんにインタビューしていただいたのと同じよ
うに、インタビューの代わりにレゴと対話してるんですね。
形ができてくると段々見えてきて、思い出してくるんです

よね。「小学校の時は楽しかったな」「中学校の時はしん
どかったな」と思い出していく。作り出すプロセスの中
でずっと振り返っているんですね。
　そして、できたことをみんなでシェアしていく。頭の
中にあるものをそこに出すということは自分にとっても
いいし、それがシェアできることも、ものすごく大きい
んです。言葉に出すのが難しくて嫌な人もいるかもしれ
ませんが、「レゴでやってごらん」というと、それを通し
て自分のいいたいことが伝わる。私はモノを媒介にして 

「モノ語る」といっているんですけど。
　今日はまず、現状を知る。現状だけ知ると大変だな
あと思うんですけど、この人たちと一緒に作っていこう
という気持ちになれば、「若い人たちは、やる気がない」
という話にはならないんですよ。若い人たちは線路が見

えないし希望が見えないからエネルギーが出てこないだ
け。「一緒に会社を作っていこう。一緒に線路を敷いて
いこう」ということがすごく大事です。

常に挑戦するグロース・マインドセット

　最後にマインドセットの話を少しだけしたいと思いま
す。僕がアメリカにいたころ、キャロル・ドゥエックとい
うスタンフォード大学の先生にお世話になったんですけ
ど、この方が「マインドセット」といっておられます。マ
インドセットとは考え方、心の姿勢、思考態度ですね。
彼女は便宜的に2つのタイプに分けています。
　一つは「グロース・マインドセット」。「この世界は変え
ることができるんだ。自分の会社は自分が何かすること

で変わるんだ」と考えるのが、成長的マインドセットです。
この人たちの特徴は面白いことに飛びついたり、どんど
ん挑戦しようとします。
　かたや、「フィックス・マインドセット」です。固定的
な考え方を持っている人で、「私が頑張ったところでこの
会社は変わらないわよ」「自分はこんなものだから、あ
の先輩には絶対敵わない」「いまのままでいい。どうせ
できない」とか、そういうタイプです。杉本さんのお話
を聞くと、若者にはこういうところがあるんじゃないか
なと思いました。
　「フィックス・マインドセット」は変化が怖いんですね。
新しいことにチャレンジしようとするとブレーキをかけ
てしまう。でも新しいことをする、リスクを取るイコー
ル失敗じゃない。誰だって絶対に倒れるんですよ。大事

なのは倒れた時に起き上がること。1人じゃ起き上がれ
なかったら、仲間に引っ張り上げてもらう。それが強い
組織を作っていくと思うんですね。
　自分の弱さをさらけ出せない組織は強くなれません。
そのためには日々のコミュニケーションがすごく大事で
す。今日みたいな話をいっぱいやっていると、それがで
きるようになるんですね。希望の持ちにくい時代だから、
フィックス・マインドセットの人が増えていきます。でも
希望が見えてきたらグロース・マインドセットになるし、
グロース・マインドセットにすると希望がどんどん見えて
くるんじゃないかと思います。

「How can we do it?」で考える

　ここで、2つの大事な思考態度があります。たとえば
部長から「君、やってみるか」といわれたら「できるかな」
と考えてしまう。同時に「できなかったら自分は部長か
らダメな人間だと思われるから失敗したら大変だ」とビビっ
てくるんですね。自分の能力を試されるようなことから
はできるだけ逃げたい。こんな人は「How」で考えると
いいんです。「自分ができるかどうか」はちょっと置いと
いて、どうやったらできるかを考える。
　部長から「これやってくれないか」といわれた時、「How」
で考えると部長に条件が出せるんですね。「それだとちょっ
ときついですけど、もう少し期間があって、あの人も一
緒にやってくれたらできる」。「How can we do it?」

インタビューの結果を発表する参加者 「あなたのポジティブ・コアはここにある」と質問者
が書いたヒーローインタビューの内容は相手にプレ
ゼントされた

「話し合うことで共感することがたくさんあった」な
どの声が多く聞かれた

参加者たちが次々と自らのポジティブ・コアを発表
した

ディスカッションを通して打ち解け合っていく 「私のポジティブ・コアは最高の明日をつくる」と発
表

参加者たちのディスカッションに耳を傾ける上田氏 「自分の考えを口に出してみることが大切」と語る
上田氏
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今どきの若者たち
入社してくる若者たちの生態を知る
公益財団法人ハイライフ研究所  上席研究員

杉本 浩二氏

40代にならないと大人にならない
　そもそも「若者とは誰のことか」ということですが、
内閣府のホームページによると、18歳から概ね30歳未
満の者。施策によっては40歳未満、したがって39歳ま
でが若者。40代にならないと大人にならないと考えた
方がいいですね。
　大学の2年後輩だった佐藤有耕君が筑波大学の人間
系心理学域で教授を務めています。筑波大学はもとも
と東京教育大学で、教育関係の心理学が進んでいると
いうか実践的なんですね。研究は大学生に限ったこと
ではなく、小・中学・高校生を含めて、蓄積があります。
今回、その研究をこの機会に話してくるからと佐藤先生
にOKをもらっております。
　筑波大学の調査によると、2006年から14年にかけて

「両親を信頼し、家庭が楽しい」という小・中学生が非
常に増えています。99.9とか99.7%といった数字です。
小中学生は「お父さんお母さんはよく分かってくれる」「親
への反発もない」「親も先生も子どもの理解者」「いま
が楽しければよいと思う」と考えています。
　いまは子どもにとって、いい時代だろうと思います。
子どもでいる限りは幸せだけどこの先、分からない。小・

中学生が将来を悲観することはないと思いますが、あ
る種の刹那主義はあるかなと思います。家庭、友人関
係など生活圏の満足度は高く、「ほどほどに」「まったり」
で表現される、身の丈に合ったライフスタイルや消費行
動によって実現されています。家でゆっくりスマホを触
るのがいまどきの若い人の幸せなんですよ。こういうこ
とを理解していかないといけない。

「確かなもの」がなくなった

　その一方、青年期に入ると「先が見えない不安」が
現れてくる。私は58歳なんですけど、私たちの時代は
小・中学生、あるいは大学生でも「働けばなんとかなる。
一生懸命働けば将来うまくすると社長になれる。別荘
持って、外車に乗れる」とほとんどの人がそう思っていた。
もちろん、そうならない人が多いんですけど、そう思っ
ていた方が絶対にラクなんです。でも、いまの若者た
ちにはそういう「確かなもの」がありません。
　「確かなもの」が自分の中にあればベストなんですけど、
20歳やそこらの若者が自分の中にそれを持てるのは大

谷翔平君とか大坂なおみさんとか、そういう人たちだけで、
普通は持つことができません。ここにいらっしゃるほと
んどの方も20歳前後では持てなかったでしょう。「世の
中がどんどん伸びていれば、頑張っていたらオレはな
んとかなる」という「確かなもの」が何十年前に比べ、
いまはなくなったとご理解いただいた方がよいと思います。

顕著な草食化

　男性17歳、女性14歳が運動能力のピークで、90歳
まで生きるのか100歳まで生きるのか分かりませんが、

ですね。自分だけで処理しないで、どうやったらできる
かを考える。できるできないかは考えない。会社ではど
うせやらなきゃいけないんだから、やれるように考える
方が絶対にいいんです。その上で部長とがんがん交渉し、
納得のいく仕事になった途端にパッションが湧いてくる。
面白そうだ、やれそうだと。それができる組織になると
素晴らしいなと思うんですね。
　「Can I do it?」で考えるのではなく、グロース・マイ
ンドセットで「How can we do it?」で考える。
　固定的なマインドセットを持ってる人たちがどうやったら

「how」にシフトするか。それは「we」だと思うんです。自
分ですべてやるには限界がある。だから助けてくれる人を
思い浮かべる。会社の中で友達とか、一緒に戦ってくれる
数が多ければ可能性が増えるということですね。それで可

能性の予感というのが出てきます。だからこそ、ワンダフル・
フレンドを持ちましょう。普段から会社で仲間を作る。い
ろんなことをさらけ出すことは昔なら赤提灯でやっていた
けど、いまは赤提灯すらない。なんとか会社の中で赤提
灯的な場を作れるようになっていくといいなと思います。

「yet」の精神を大切に

　挑戦が大好きな人を育てていくには、「yet」（まだ）
の精神も大切です。「can not」（できない）ではなく、

「まだ」と考える。キャロル・ドゥエックさんがシカゴの
高等学校の成績を見てビックリしたんです。60点以下は
普通、「fail（落第）」と書きますが、そこでは「yet」。「ま
だまだやれるんじゃない?　頑張ってね。可能性は広がっ

ているから」。ちょっとした言葉づかいが大事です。「yet」
をぜひ大事にしてほしい。
　いろいろな問題が起きた時、それをどう乗り越えて
いくか。それが「how」で考えるグロース・マインド
セットだと思います。ぜひ皆さん、「Rock to change　
the　world」、会社を変えるためにrockしてください。
rockってすごく大事なことです。人に影響を与えていく。
それが自分にも返ってきます。そのやりとりが働く醍醐
味です。今日は長い時間ありがとうございました。

グロース・マインドセットにすることで希望が見えて
くる

大切なのは、グロース・マインドセットで「How 
can we do it」で考えること

「できるできないは考えない。どうやったらできる
かを考える」と語る上田氏

グロース・マインドセットを身につけることでさまざ
まな困難を乗り越えられる

挑戦が大好きな人を育てていくには「YET」の精神
も必要
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人生の大半は下り坂です。大学に入った時点で、アスリー
トや鍛えている人は別ですが、ピークから下がっている。
身長のデータでは昭和17年生まれと昭和42年と平成9
年を見ると、最近は伸びていません。身体的に伸びる
伸びないは心身相関といって、メンタルとも関係してく
るんですね。男性の方は性的な成長のスピードも遅れ
てきている。これはストレスが原因かもしれません。い
うところの草食化が如実に表れています。
　大学生の2割が恋人をほしがっていない。たとえば「一
生懸命勉強している」とか、非常に「運動に打ち込んで
いるから、いまは要らない」といった状況ではなく、無
気力とか、自分だけの世界に入っているんですね。
　いまの50歳ぐらいがバブルを味わっている最後の世
代で、基本的にそれ以降はあまり、いいニュースはあり
ません。20歳ぐらいの人だといい時代の社会を見てい
ないので、より「身近な幸せを大事にする」傾向が強く
なります。
　それと「第3のモラトリアム」です。エリクソンが「モ
ラトリアム」といったのは1950年ぐらいで、小此木啓

吾さんが「モラトリアム人間の時代」という本を出した
のが1980年くらい。「モラトリアム」はもともと「支払
い猶予」で、アイデンティティができず、社会に出て順
応できないことに対する先送り感だったんですけど、い
まは「第3のモラトリアム」が生まれてきているんじゃ
ないかと思います。

身の丈志向と省エネ志向

　1997年から2015年に出された社会学、心理学、若
者の行動を捉まえた本の中の文章を因子分析すると、1
つ目のファクターとして「身の丈志向」がある。ムリを
しないでラクに生きよう。そこそこでいられればそれで
いい。幸せを探すのではなく、いまある幸せを求めたい。
何事もほどほど等々。できるだけ厳しい環境に身を置
きたい、常に目標を持って、ということもマイナスにな
るのが「身の丈志向」です。
　2つ目が「省エネ志向」です。余計なことには極力、
エネルギーを使いたくない。「余計なこと」とは「リス
クを取って何かやる」と理解して問題ないと思います。
ムダをしないでストレスフリー。リスクを取らない。「挑
戦するよりも手近なことでハッピーだったらいいじゃない」
という感覚ですね。
　その背後にはアイデンティティや将来への不安、特に
失敗者・敗北者と見なされることへの不安がすごくあり
ます。私たちの時代よりも、より強くなっている。日本
の社会全体でも強いので、なかなかリスクを取れない。
それで守りの姿勢につながっていくんですね。

精神年齢7がけ説

　94年から2016年にかけて増大した感情では、中学
生は忙しさ、友達との親密感の不要感、疲れです。大
学生では「恋人を愛している」ところだけが減っています。
中高生では「退屈」もなくなっている。「退屈がなくなった」
というよりは、「情緒的な起伏」が減ってきているのか
もしれません。高校生では反抗心がなくなってきていま
す。若者の反抗心なんてあって当たり前と正直思うんで
すが。
　佐藤教授によると、筑波大学でも学級担任制が敷か
れているといいます。学生が何度か授業を休むと、学
級担任が休んだ学生の携帯に電話するらしいんです。
そういうことをいま、大学もやっている。佐藤教授いわく、

「我々が学生のころは高校時代でさえ、やってくれなかっ
た」と。いまは大学が高校化しているんですね。中学
生が小学生、高校生が中学生的になっているといわれ
るほど、幼くなってきている。

　余談ですけど、臨床心理の小島貴子さんと医学博士
の斎藤環さんが対談の中で、「精神年齢7掛説」と話し
ています。22歳の大学4年生は7がけすると、ちょうど
15歳。新入社員担当、リクルート担当の方のご苦労は
間違いないなと思います。
　ただ、大学はそれを「直す立場」にはないんですね。
直そうとすると、大学でやるべきなのかという話になる
し、もっといえば家庭でやるべきじゃないかといろんな
ことが出てくる。大学だけでやるのはムリです。90歳、
100歳まで生きるとなると、幼いくらいがちょうどいい
んじゃないかという部分もある。あまり老けていると、
社会の中に発展もありません。希望を見出しにくいの
でチャレンジよりも安定を求める方が合理的なのかもし
れない。そういう風に解釈していかないといけないとい
うのが教育の現場です。

やりがいよりも、楽しく働く

　「大学」については、モラトリアムという認識があり、
自由と感じているし、いまを楽しんでいる。ただ、楽し
んでいる中身はそれぞれ違うと思います。文系の学生
はモラトリアム感が強くて、理系では目的意識はそれな
りにあります。大学は就職までのモラトリアム期間だと
いう認識は強い。大学に入って開放感を感じているも
のの、羽目を外すとか遊び呆けるという感じではありま
せん。「いまが許される最後のチャンスだよね」という
感覚です。勉強は嫌いだけど、ちゃんとする。大学でい
い成績を取る。「いい成績を取る努力は就職のため」と
認識していますし、親のことが好きですから、留年とか
ドロップアウトは基本的に考えていません。そのへんは
すごく真面目です。
　「仕事観」を見ていくと、ここから承認欲求という言
葉が出てきます。「やりがいよりも、楽しく働く」。ある
種の刹那感が出てくるんですね。耐える時間という感覚
がまずない。「頑張って働きます」というのは「そうし
ないとかっこ悪い。ある程度の生活を安定させるには、
それくらいしないといかんよね」という感覚で、「ムリし
て頑張る」はまずない。プライベートな時間を優先し
たい時代だと思います。
　やりがいというのは、社会的に右肩上がりの時代で
ないとなかなか育まれません。彼らにとって、やりがい
は漠然としています。就職する会社はブラック企業で
ないことは大前提だけど、突っ込んで聞いていくと、「そ
こに価値のあることであれば頑張りたいです」ぐらいの
ことはみんないう。「収入も条件だ」と口ではいうけれど、

単純にそう受け取ってよいかどうか。若者たちはおしな
べて大手志向で守り。そこに安定感があるんですね。

落ちこぼれることが一番の恐怖

　「情報」に関しては、ほとんどスマホの中で済ませて
いる感じです。いまの若者は街に出かける必要がない
んですね。スマホが自分の世界であって、そこに家族と
の関係もある。ニュースもスマホで手に入れる。日経を
読まなきゃいけないという価値観はいまの学生にはあり
ません。ドラマはユーチューブを駆使して見ます。時間
に合わせて行動するのではなく、自分の時間の中でス
マホをいじりながら世の中の動きを捉まえるスタイルな
んですね。ツイッターとかインスタの情報源があれば十
分なのかなと思います。
　彼らの基準がツイッターやインスタにあるので、そこ
から落ちこぼれることに非常に敏感です。「自分はあん
まり発信しないんですけど、ツイッターやインスタはチェッ
クします」という若者は非常に多い。A 君は何をしてい
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るか、B 君はどこに感動しているか、どこに出かけてい
るかを常にチェックし、「いいね」を押したりする。自
分がそこから落ちこぼれていくことが彼らにとっての一
番の恐怖心なんです。
　友人関係ではリアルな付き合いがすごく少ない。日
常的に付き合う友人は5.5人。ただ SNS の友人は高校
から大学、サークル、バイト先などでつながった63人。

「家族関係」では、自立する、親元を離れることイコー
ル不幸になっていくので、あまり考えない。親の方も子
どもの自立はお金がかかりますから、考えていない。
そもそも親との関係は良好だし、特に母親との関係性
が非常にいい。これは東京も福井も同様でした。この
母親との関係がいいのは男の子ですら、そうです。

選択肢が多い福井県

　福井でインタビューすると、女子学生にとっては人生

の選択肢が増えていると感じました。福井は日本一世
帯構成人数が多い県ですから、祖父母がいらっしゃる。
そのおかげでお母様もお仕事に行かれて、おばあちゃ
んも幸せそうにしている。そういうモデルができている
ので、自分もそうなると考えている。幸福度ナンバーワ
ンといわれたりするだけあって、福井には幸福を感じら
れるモデルが生活スタイルの中で循環しているんだなと
すごく感じました。
　女性は M 字カーブがほとんど解消されて、離職しな
い傾向になっており、「働かなくてはいけない」と思っ
ている女性が非常に多い。家事は配偶者と分担すると。
これは男性もそう思っているので、これからはどんどん
そういう流れになっていくでしょう。
　全体の8割近く、77.1%が自分を「中の中」だと感じ
ていています。生活満足度は割と高い一方で、社会全
般に対しての期待感が非常に低い。生きがいよりも、
生きやすさ。身近な幸せに意識がいっています。そん

なに頑張らないけれど、「自分を承認してほしい」「嫌わ
れたくない」「褒められたい」「いまいる社会からドロッ
プアウトしたくない」という思いは相当強い。
　彼らにインタビューすると、将来に対して「こうなりたい」

「ああしたいんです」と具体的な方策として語る人はま
ずいません。将来の社会に希望が持てない感覚がすご
く強いんです。このへんがいまの若者たらしめている要
因だと思います。

厳しいオンリーワン時代

　このへんで簡単にまとめると、彼らは居心地のいい
世界にいるんだろうなと思います。しかし就職すること
で大きく変わっていく。会社に入って、社会に出ていっ
た時、自分をどう調整していけるのか。そこで若者たち
は悩んでいる。
　「ナンバーワンよりオンリーワン」というSMAPの歌
詞がありますが、ナンバーワンというのは世の中の価値
がある方向に向かっている時代です。「働けば、頑張れ
ば幸せになれる。将来、社長になろうよ」という感覚
はナンバーワンですが、オンリーワンが求められる時代
では自己実現できたり、輝いていたりということが求め
られる。むしろそっちの方が厳しい。価値観が多様化
することで、生きがいを見つけにくい状況にいまの若者
はいます。
　「自分らしく生きられるからいいじゃない。自由だか
らいいじゃない」ということではありません。実はこの
年代くらいだと、「これをやれ」といわれている方がラ
クなんです。大人たちは「いまの若者はやる気がない」

なんていいますが、大人たち自身は社会がよかったか
らレールに乗っかることができました。でも、いまの
若者のレールは大人たちの時代に比べて、その半分も
ない。だから、将来が不安になります。

急増する男性未婚率

　もともと生涯未婚率といっていた50歳までの未婚率
は今年、50歳を過ぎて結婚する方も増えてきたので、

「50歳時未婚率」と替えるよう政府からお達しが出まし
た。東京では50歳時、未婚の男性は25%。4人に1人
は結婚してないんですね。2015年のデータです。福
井では男性17.8%。ちなみに福井女性の50歳時未婚
率は日本で一番低く、8.66%です。
　実は、1980年までは女性の未婚率の方が高かった

んです。しかし男性が急速に伸びている。分かりやすく
団塊の世代と団塊ジュニアの40代で比べると、団塊世
代の未婚率は男性11.8%、女性は5.8%。それが団塊
ジュニアでは男性3割、女性もほぼ2割が結婚していま
せん( 全国平均)。東京はもっと高くなるし、福井は6が
けくらいかなという感じです。これくらい未婚率が上が
ると家族構成はもちろん、価値観も変わるし、支え合
うスタイルも変わる。子どもには親がいるわけですから、
高齢化でその介護をやるとなると、ますます結婚でき
なくなる可能性が高くなる状況が生まれてきています。

「二流の戦力」として扱われる女性

　福井は出生率1.6いくつで、高い方です。本当は2.1
ないといけないんですけどね。地方にはおじいさんお
ばあさんがいて、働きやすい環境ができている。都会
は働きにくい環境だが、仕事はいっぱいあるという皮肉
な状況が生まれてきている。それを踏まえて制定され
た男女雇用機会均等法に始まり、女性の社会での活躍
を想定した法律がどんどん生まれています。根本的に
解決できていないから、いろいろ制定されるんじゃない
かということですね。
　上野千鶴子さんが東大の入学式の時に「女性が差別
されている」という話をされて話題になりました。上野
さんは「女性は二流の戦力として扱われている」といっ
ている。しかし中途半端な戦力として女性を位置づけ
ると、男性の方が結婚できなくなる。要は男性が女性
を食わさないといけない。女性にとってマイナスの社会
は、男性にとってマイナスといえるのではないでしょうか。

　日本はOECD 加盟国中、シングルマザーの貧困率
が5割を超えている珍しい国です。外国、特にフラン
スでは出生率が1.9くらいありますが、婚外子の割合が
OECD、EUでは4割ぐらいあるんですよ。女性が男性
と結婚しなくても、あるいは同性婚でも子どもを持って
いるんですね。日本や韓国では2~3%ぐらい。シング
ルマザーの大変さをほっぽり出しているし、子どもが産
めるような状況じゃなくなっている。それが男性の結婚
も遅くしています。

東京一極集中は過去のもの

　女子大生が増えた、社会進出してきたといっても、
活躍社会になってはいません。女性の閉塞感が増してく
ると男性の重圧感が増して、若者がのびのびとできな
いことにつながっていきます。
　東京の一極集中で、東京に学生や人がどんどん集まっ
てきています。実は世界的には東京だけが人口集中し
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［ 講師 ］公益財団法人ハイライフ研究所  上席研究員　杉本 浩二氏 氏 ［ 講師 ］公益財団法人ハイライフ研究所  上席研究員　杉本 浩二氏 氏

給料をもらっています。20代はまともに就職しなくても
いいというのは、決していい加減にやるというんじゃな
くて、そこで30代、40代の時に戦力になるように自分
を磨く。企業は永遠ではないので、次、こういうところ
で頑張りたいとやっていく。
　福井県は30万人の大学生を作った方がいいと思いま
す。30代、40代、50代、60代になっても大学に入れ
ればいいなと思います。年間30単位取るとかじゃなくて、
年間2単位でもいい。大学を人材交流の場に持ってい
ければ、そこから転職とかも見えてくるし、そういうデ
ザインにしていかないといけないんじゃないかと思います。
　安定性と成長性は福井ぐらいがちょうどいい。世田
谷区よりも小さな県ですが、ぜひそういうネットワーク
を張った方がいいんじゃないか。福井に限らず、女性は
二流の戦力ととして扱っているところが多い。子育てが
終わって45歳からもう一回就職し直してどこかの経理
財務担当役員になるみたいなことをしていくべきだろうし、

人口に関しては自然増、社会増の両方をやらないとい
けない。「福井から人を出させない」のではなくて、「福
井に人がくる」モデルを作るべきじゃないかと思います。
大変長くなりましたが、私からの報告は以上です。あり
がとうございました。

ています。東京に人口を集めないといけない理由は1つ
もないし、東京の出生率が非常に低い。首都圏ではベッ
ドタウン構想は破綻して、東京に一極集中させることで
経済的に発展させるモデルも破綻を来している。東京
の一極集中は過去のものです。では福井はどうするか。
　イエール大学は非常に進んだ大学ですが、そこでも「働
いたからって幸せになれるわけじゃない」という授業が
いま一番人気になっています。向こうの人は個人主義で
すから、どんどん働き方は変わってくると思うんです。
世の中が変わっていることに早く気付かないといけない。
地方から東京の大学に行くんじゃなくて、海外に行く人

がたくさんいる。これからそういう流れが強まっていく。
福井で優秀だから東京に行く、なんてことはゆめゆめ
考えない方がいいんじゃないかと思います。
　東京大学の特任准教授  大澤昇平さんは高専を出て、
筑波大学を経て東大に入ったという経歴の持ち主です。
彼は「高専に行った方がビジネスキャリアを積める。進

学校といわれる高校に行く意味がどこにあるんだ」といっ
ています。こういうふうに変わってきているんです。彼
だけじゃなくて、いろんな人がそういうふうにいっています。

安定したい若者たち

　いまの大学生は、自分たちを中流だと思っています。
「中流だから普通でいいじゃない」という感覚は堕落と
はいい過ぎにしても、イノベーションが起こりにくいこ
とは確かです。最初に中流になった人たちは団塊の世
代やその上の世代の人たちです。中学を出て東京に行き、

「金の卵」といわれて働いた人たちも含めて中流社会を
作り、全体的に上がっていきました。この層が次にやる
のは自分の子女にお金を投資して中流2世を作ることで、
中流2世たちは小学生から慶應に入ったりして格差がど
んどん生まれてくる。
　しかし、貧困層が生まれてきて、中流はいまや崩壊し
ているという状況ですね。「貧困に陥るとなかなか抜け
られない」「シングルマザーになっちゃうとどうしようも
ない」というのは実態としてあります。日本は今後そう
いう世界にどんどんなってくるでしょう。
　いまの若者たちの背景には、そういったことがある
と理解してほしいんです。「終身雇用と年功賃金は若者
にそぐわない」と一般的にいわれていますけど、国の
機関が調べると20代は終身雇用も年功賃金も支持して
います。彼らは安定したいんです。

「大学までは安定して幸せだったのに、就職すると社会
が伸びていない。自分はこの企業に10年も20年もいな
いよね。それは自分がステップアップしていなくなるんじゃ

なくて、企業の方が持たないから」という心理も手伝っ
ている。
　年功賃金を支持している理由なんて彼らは深く考えて
いません。ただ給料はずっと伸びていってほしいという
ことなんですね。そうしないと結婚できない、生活を
営めないということが背景にあります。決して成長した
くないということではありません。そこを読み違えると、「こ
いつら保守的で何も考えていない」となります。いわゆ
る戦後モデルの経済成長や東京の一極集中はもう終わっ
ているので、そのモデルの延長線上でものを考えるの
はやめた方がいい。

20代はインターンでいい

　精神年齢7掛説からいくと、20代のうちは全部インター
ンでもいいんじゃないかと思うんです。海外では5、6
年のインターンシップは実際にありますから。もちろん
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福井大学地域創生推進本部  特命教授　吉田 史朗 氏

　企業は雇用を根本から考える必要に迫られている。
2017年７月から取り組んで来た福井型「新採用学」研
究会は、本年度で最終年度を迎えた。この３年間は、
福井県企業にとっては、人材獲得が年々難しくなる現実
を目の当たりにした。同時に、一括採用した新人の定着
に関しても、これまでの常識が通用しない変化に戸惑った。
有効求人倍率が東京以上になることも多い福井県。「２」
を超える月が当たり前になっている。企業は人材が欲し
くても、職を探す側には「２倍」の求人がある現実だ。
昨年の通りにやっていたのでは、人も採用できないし、
採用した若者も次々辞めて（移って）いく。企業経営者は、
人材や働き方についての考えを変えなければならないと
ころに来ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　経団連の中西会長は昨年12月23日、来月始まる次の
春闘では新たな時代の雇用の在り方をテーマの一つにし、
新卒一括採用や終身雇用（年功序列、定年退職）など、
日本型の雇用システムの見直しを議論すべきだという考
えを示した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この中で、中西会長は日本企業が直面している世界
的なビジネスの状況について「製品を大量に作って世界

中に輸出して稼ぐという構図が成り立たなくなっていて、
顧客に価値を届けるビジネスに転換しないと日本経済は
発展できない」と訴えた。
　そのうえで、新たな時代の雇用の在り方について、「あ
まり人とぶつからず、主張せず、まじめに仕事をしてい
けばよいでしょう、ということでは本当に顧客の懐に入っ
て議論して課題を一緒に考えて提案していくという企業
活動はやりにくい。一括採用、終身雇用、年功序列で
はない処遇を提案していかないと、よい人は採れない」
とも述べた。次の春闘では新卒一括採用や終身雇用な
どの日本型の雇用システムの見直しについて議論すべき
だという。春闘では労使間で賃金の引き上げだけでなく、
変化の激しい経済状況にあわせた新たな働き方につい
ても議論が交わされる見通しだ。
　いま福井県内の企業が直面する課題は、大きくは次
の２つの点にある。「社会構造の変化」と「技術の進化」
だ。社会構造の変化の最大のものは「労働寿命の延伸」。
１００年人生というものが始まっており、年金を支給さ
れる年齢がどんどん高齢化している。60歳定年制度は
言葉としてはあっても、現実には65歳。さらに70歳に

なろうとしている。この時点で「終身雇用」「定年退職」
という、これまでは当たり前だった雇用関係は終焉した。
　若者たちは、この現実を冷静に捉えている。一つの
会社で定年を迎えることはない。一社で社会人としての
キャリアを終えることはなく、キャリアアップしていくこ
とは当然の働き方であるという考えだ。就職したとしても、
魅力的な条件や、働きやすい環境を提供できる企業が
あれば、そこに移ればいい。

福井型「新採用学」研究会  総括

福井型新採用学研究会が直面する現実
福井大学地域創生推進本部　特命教授

吉田 史朗氏

日本型の雇用システムを見直す
一括採用、終身雇用、年功序列との決別を

　2つ目の「技術の進化」。従来の技術が通用しなくなっ
て来ている。また、製品の寿命も短くなり、新しい技術
が次々と生み出されてくる。その技術はものすごいスピー
ドで世界に共有化され、さらに新しい製品を高スピード
で生み出していく。企業の寿命も短かくなっていく。
　自社の技術を信頼してじっくり研究開発することは必
要だが、競争相手とでも手を組んで、顧客のニーズに応
えないと企業の存在価値を問われる。若者たちは、多
様化する価値観の中で、自分にはない技術や、考え方
を持つ仲間とコラボレーションすることを当たり前だと
捉えている。

従来型の経営とこれからの経営

　雇用は流動化する。従来の企業経営では思ってもみ
なかったスピードで、自分の会社の社員がより待遇が良
くて働く環境に恵まれた企業に移っていく。転職情報は
SNSで拡散する。いい噂も悪い噂も、ネット上ですぐ目
に入る。仲間内で、企業の情報は給料や福利厚生まで
共有されていると考えるべきだ。
　繰り返すが、今の若者たちは、いつでも転職できると
いう選択肢を持っている。優秀な人材になればなるほど、
自分が活躍できる職場を探している。
　では、そのような若者に対し企業はどのようなことを
すれば良いのだろうか。2018年度と2019年度の当研究
会では「レジリエンス」をテーマにしてきた。企業で働
く中に、自分が成長できる要素や実感があり、辛いこと
があっても「回復力」を発揮できる環境があることだ。
　会社がこうありたいというビジョンを示し、そのため

には若者にこうあってほしいという期待値を明確にする。
ただビジョンを一方的に発表するだけでなく、ビジョン
に向かってどう働いていくのかを話し合って、経営と社
員が納得できる関係を作る。当然評価も、その合意に
基づいて行う。納得性の共有だ。これらのことは、かな
り高度な要件定義だと思われがちだが、「どう働いてほ
しいか」「あなたへの期待値はこれで、ここまでやってく
れれば評価する」という具体的な取り決めをすることが
全てではないだろうか。
　愛着心や思い入れというエンゲージメントを求めても、
何をすれば「愛着心を評価してくれるのか」がわからないと、
ただのべき論の押し付けになることを肝に銘じよう。
　採用の革新については、この報告書のメーンである、
神戸大学大学院経営学研究科 准教授  服部泰宏氏の

「採用革新のバリエーションと入り口の多様化」を参考
にされたい。
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福井型「新採用学」研究会福井型「新採用学」研究会
REPORT 2019REPORT 2019

採
用
学
が
、

「
こ
れ
か
ら
」
を
変
え
る
。

福
井
の
未
来
を
つ
く
る

報告書

FUKUI
第3回 研究会
神戸大学大学院
経営学研究科
准教授 服部 泰宏 氏

第2回 研究会
同志社女子大学
現代社会学部 現代こども学科
特任教授 上田 信行 氏

第2回 研究会
公益財団法人 ハイライフ研究所
上席研究員
杉本 浩二 氏

国立大学法人福井大学
地域創生推進本部国立大学法人福井大学 地域創生推進本部

福井大学総合戦略部門地域連携推進課内 〒910-8507  福井市文京３丁目９番１号

編集・発行／令和2年1月発行

FUKUI

福井型「新採用学」研究会
報告書REPORT 2019


