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日本人の「働きがい」は今
―「働きがい」の喪失と再生―

渕野 康一（ふちのこういち）
取締役人材開発部門長（面白ネームは『富士男！』）

1950 年大阪生まれ。1974 年東レ（株）入社後、主に人事・勤労・教育畑を
歩み、営業・生産現場を支援。東レのCI（コーポレート・アイデンティティ）
開発プロジェクトに推進事務局として 2回参画、経営企画室に通算 7年間在
籍。前職は東レ（株）愛媛工場事務部長。2003 年 6月から現職。
E-mail ： Koichi_Fuchino@tbr.toray.co.jp

1．はじめに～若手社員の「働きがい」状況：

日本でもようやく最近になって、社員の「満

足度」や意欲（やる気、モチベーション）と並ん

で「働きがい」に注目する新しい動きがある。

日本人の「働きがい」を考える上で、まず次

の貴重な最新データを紹介したい。昨年 10 月に

野村総合研究所が実施したネット調査結果による

と、現在の仕事に無気力感を感じる若手社員が

75 ％にも達する。また、3年前と比較して「あま

り成長した実感がない」とする 30 代の男性は

49 ％、女性で 47.5 ％もいる。更に「定年まで勤

めたい」人は 17 ・ 9 ％に過ぎず「機会があれば

直ぐにでも転職や独立をしたい」（18.7 ％）「3 年

以内に転職や独立をしたい」（13.0 ％）「あと 5年

ぐらい勤めたい」（12.3 ％）を合計した転職希望

者は 44 ％にも達する。

なお、この調査ではどんな仕事にやりがいを

感じるか「お金以外の報酬で重要なものは何か」

も聞いており「働きがい」要因を考える上で役に

立つ（図表 1、2参照）。

この調査結果を見る限り、無気力を感じなが

ら仕事での成長実感がなく、社会的使命感を感じ

Point
1 既存の文献調査から、今の日本人の「働きがい」周辺の実情を探る。
2 「働きがいのある会社」とは何か「働きがい」を感じる共通要素を考える。
3 日本人の「働きがい」の再生と向上に向けた課題と方策に言及する。

図表 1「仕事へのモチベーションに関する調査」

出所： 2005 年 12 月 5日　野村総合研究所

2005年10月、上場企業の20代、30代の正社員を
対象に、NRIのインターネットリサーチサービス
「TRUENAVI」を使って実施。1,000サンプル 

1：現在の仕事に対して無気力感を感じることがあるか 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく無気力感を感じる 

無気力感を感じない 

ときどき無気力感を感じることがある 

 わからない 
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                                                     （複数回答、N=1,000） 
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あまり成長した実感がない 

 そもそも仕事に成長など求めていない 

3：現在の会社にどのくらいの間勤めたいと思うか 
                                                      （複数回答、N=1,000） 
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ないまま容易に転職を考えがちな若手社員が少な

からずいる現状の姿が浮き彫りになる。

企業業績が好転している中で一見、日本企業

は企業活力を取り戻したかに見える。しかし、現

場で働く若い多くの社員が「働きがい」の対極に

いる、あるいは「働きがい」を喪失しているとす

れば、このまま軽視はできないだろう。「働きが

い」に今、注目する意味は十分あると私は考える。

2．「働きがいのある会社」とは？

それでは「働きがい」のある会社や仕事とは、

果たしてどんな姿だろうか？

その有力な手がかりとして、本論では The

Great Place to Work Institute Japan の「働きがい

のある会社」モデルを一例として紹介する。この

モデルは 1980 年からアメリカで開発されたもの

で、毎年『フォーチュン』誌で全米 100 社ランキ

ングが発表され注目を浴びている。また、この働

きがい調査は昨年までに日本を除く 28 カ国で既

に実施され、ようやく今年から日本企業でも導入

され始めている。

このモデルによると「働きがいのある会社」

の基本要件は次の 3つである。これら 3つの要因

は、非常にシンプルで日本人にも分かりやすく、

なじみやすい要件だと私は思う。日本人にとって

「働きがいのある会社」を考える上で示唆に富ん

でいる（図表 3参照）。
（１）マネジメントに対する信頼（信用、尊敬、公正）

（２）仕事に対する誇り

（３）仲間との連帯感

そもそも「働きがい」とは何だろう？

一般的に言えば「働くに当たっての心の張り

図表２「やりがいのある仕事」と「お金以外で重要な報酬」

出所： 2005 年 12 月 5日　野村総合研究所

1：どんな仕事に『やりがい』を感じるか 
　　　　　　　　　　　　　　（3つまでの複数回答、N=1,000） 

報酬の高い仕事 

自分だけにしかできない仕事 

新しいスキルやノウハウが身 
につく仕事 

自分の実績として誇れる仕事 

お客様から感謝される仕事 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

2：お金以外の報酬で重要なものは何か 
　　　　　　　　　　　　　　（3つまでの複数回答、N=1,000） 

仕事自体の面白さや刺激 

同僚や後輩から信頼されたり 
感謝されたりすること 

顧客から感謝されること 

上司から高い評価や承認が与 
えられること 

一緒に仕事をする仲間の質が 
高いこと、関係が刺激的で 

あること 
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図表 3 「働きがいのある会社」とは？

出所：（The Great Place To Work モデル）

① マネジメント 

　個　人　 
　　（社員）　　 

 

② 仕　事 ③ 社　員　 
　（仲間）　 

 

信　頼 

誇
　
り
 　連

帯感
　 

 

・信用 
・尊敬 
・公正 
 

社員が、 
① 働いている会社や経営者・管理者の人たちを信頼し、 
② 自分の仕事にプライドを持ち、 
③ 一緒に働く仲間と連帯が持てる会社 
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合い、仕事のやりがい」であろう。上記モデルで

言えば「（２）仕事に対する誇り」が狭義の「働

きがい」に通じると思う。

ここで、私たちが日常「働きがい」を実感する

状況をみなさんも思い起こしてほしい。確かに

「働きがい」を感じるのは、まず仕事そのものにや

りがいや意義、面白さを感じるときであろう。そ

れが前記「（２）仕事に対する誇り」につながる。

しかし仮に「（１）マネジメントに対する信頼」

がないとすれば、いくら仕事が面白くても「働き

がい」は半減するだろう。この「マネジメントに

対する信頼」の中には、経営者や上司に対する尊

敬、経営理念や事業ビジョン、運営方針などに対

する共感度、社内制度やシステムに対する信用度、

更に評価や処遇の公正さなども含まれるであろ

う。

また「（３）仲間との連帯感」も大切である。

職場で自分一人だけが「働きがい」を感じていて

も、周りの人たちが白けていたり「仕事がつまら

ない」と愚痴をこぼしていたら、自分の「働きが

い」は孤立してしまうかもしれない。やはり職場

の仲間と協力・支援し合って目標を達成したとき

こそ「働きがい」や喜びは倍増するように思う。

3．「働きがい」を構成する5大要素：

私は「働きがい」を強く感じる要素として、

上記 3つ以外に次のような要因があると考えてい

る。

（４）お役立ち感（貢献実感）

自分のした仕事が実際、誰かの役に立って感

謝されたり、認められ賞賛されたときこそ「やっ

て良かった」と「働きがい」を強く実感するので

はないか。

つまり自己満足ではなく「他の役に立ってい

る」という貢献実感や「自分には存在価値がある」

と実感できたときこそ「働きがい」を強く感じる

のである。

（５） 前途への見通し感（夢・希望）

「働きがい」を時間軸でとらえると、将来に夢

や希望がありそのゴールに近づいているとか、前

図表 4「働きがい」要因

出所：（The Great Place To Work モデルに筆者が加筆）

① マネジメント 

リーダーシップ 
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途に見通しがあるときこそ「働きがい」はより強

化される、あるいは揺るぎないものとなろう。反

対に将来の見通しや夢、希望が見出せない限り、

「働きがい」は長く持続しないとも言える。これ

は自分の成長実感とも通じる。

これらの要因をまとめると、日本人の「働き

がい」を左右する共通要素として、次の 5つがあ

るのではないかと私は考えている（図表 4参照）。

（１）マネジメントに対する信頼（信用、尊敬、公正）

（２）仕事に対する誇り

（３）仲間との連帯感

（４）お役立ち感（貢献実感）

（５）前途への見通し感（夢・希望）

現在の日本には「社員満足度」や「社員モチ

ベーション」に関する調査は多いが、残念ながら

本稿で述べた「働きがい」を真正面から調査した

公表データはほとんど見当たらない。その意味で

上記 5つの「働きがい」要件は、現段階でのひと

つの仮説に過ぎない。この仮説に沿って、今後更

に実証研究を重ね、日本企業に適合する「働きが

い」調査手法を独自に開発したいと考えている。

4．最後に：日本人の「働きがい」の再生を

目指して

本稿の最後に、日本人の「働きがい」の再生

と向上に向けての課題と方策について言及してお

きたい。

（１）「働きがい」調査による定点観測

何より今必要なことは、日本の企業で働く

人々の「働きがい」の現状を調査し把握すること

である。そのためには優れた「働きがい」調査手

法の開発と実証研究が急務である。前述した The

Great Place to Work Institute Japan の「働きがい

のある会社」調査はその先行モデルになり得ると

思う。人事部門が定期的に継続して「働きがい」

調査を実施して「働きがい」を左右する本質的な

要因と自社の課題を明確にすることである。その

上で、実証データに基づいた「働きがい」向上策

に積極的に取り組むことが必要である。

（２）「働きがい」を阻害している主要因

既存の文献調査結果や企業現場の声を聴く限

り、私は現在の日本人の「働きがい」は必ずしも

高くない、むしろ「働きがい」を喪失している社

員が半数近くいるのではないかと危惧している。

「働きがい」を阻害している要因を要約すれば次

の 4つではないかと仮説している。

① 90年代以降、つまりバブル経済崩壊以降の要員

合理化はじめコスト経営による「働きがい」を

感じる余裕、ゆとりのなさ、多忙さへの埋没

② e メールや携帯電話など IT ツールの急速な普

及による直接対話（コミュニケーション）の

急減、希薄化

③個人業績と賃金（外発的動機付け）を重視す

る成果主義による行き過ぎた格差の拡大と連

帯感やチームワークの乱れ

④日本人が初めて経験する豊かな成熟社会や

「知恵社会」に適応する新しい生き方（人生観）、

働き方（仕事観）の未確立、将来に向けての

希望や夢（前途への明るい見通し）の喪失と

漠然とした不安の高まり

（３）「面白主義」を実践する「面白リーダー」の育

成策

私は企業人の「働きがい」再生策の一つとし

て、次に述べる「面白主義」の発想とこれを実践

する「面白リーダー」育成策が、極めて有効だと

考えている。

「面白主義」とは次の 3 つの視点を持ち実行す

ることである。ここで言う「面白い」とは「わく

わくドキドキする知的興奮（Exciting）」の意味

である。

①人生も仕事も面白く！（面白発想）

まず「自分の人生も仕事も面白くしよう」と

いう強い意志を持ち、何より自分の人生の夢や希
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望を大切にして最大限努力する。人生の半分ぐら

いを過ごす仕事や会社がつまらないと台無しであ

る。だから仕事や会社生活を面白くしようとする

発想である。

②何か面白いことはないか？（面白感度）

次に人生も仕事も面白くしようとすれば、世

の中で「何か面白いことはないかな」と探すよう

になる。「面白アンテナ」を張り巡らし「面白感

度」を上げると、面白い情報がどんどん集まって

くる。面白い現場や人物との感動体験こそが面白

い知恵を生む原動力になる。

③もっと面白くできないか？（面白上手）

3 つ目は「目の前にある仕事や生活をもっと面

白くすることができないか」と本気で考える。知

恵を絞れば一見、平凡な仕事をいくらでも面白く

することができる。面白くする一番のコツは、や

る意義を見出して「やらされている」から「自発

的にやっている」へ発想転換することである。

なお、私はこの人生や仕事を面白く方法を総

称して「面白上手」と呼んでいる。例えば「ゆめ

上手」や「ずっこけ上手」など、私は百以上の

「面白上手」の引き出しを持っている。皆さんも

自分流の「面白上手」を開発されることをお勧め

したい。

この「面白主義」を日常生活の中で実践して

いるリーダーが「面白リーダー」である。「面白

リーダー」は次の 6 つの行動特性を持っている。

若者が「こんな上司と働きたい」と望むリーダー

の行動特性を 6 要素 30 項目に分類している。紙

幅の制約上、個々の特性の解説や「面白リーダー」

育成策は別稿に譲ることにしたい

①明快な夢やビジョン（使命感）を持っている

②明るく前向き

③厳しくて温かい

④謙虚で感謝、感動しやすい

⑤遊び心（ユーモア）や趣味を持っている

⑥信頼できる、尊敬できる

詳しくは拙著「部下の心を動かすリーダーシ

ップ③『面白リーダーのすすめ』」JTEX ／ TBR

発行を参照ください。

図表５「面白主義」と「面白リーダー」

出所：筆者作成

仕事も人生も面白く！ 
 
何か面白いことはないか? 
 
もっと面白くできないか? 

面白くなれば「やる気」は高まる 
面白い過程（プロセス）を楽しむ 
「面白サイクル」をぐるぐる回す 
 

知恵社会 
 

「面白上手」 
 

「面白リーダー」 
 

＜面白発想＞ 
 

働きがい、生きがいの追求 
 

面白さはいつも 
自分のこころが 
決める 
 

＜面白上手＞ 
 

当たり前のことを 
面白くやる 

 

＜面白感度＞ 
 

「面白アンテナ」 
を張る 
 


