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気になる社員とLINEでつながることができる『相棒採用』（ADK） 

2【出典】ADK 

① 特設サイトで気になる社員を選択 ② プロフィールページからLINEに

③ LINEで友達に追加 ④ BOTから話しかけられ会話がスタート



リクルート事例 

3

ZOZOのスタートトゥデイが提唱した、型破りな人事制度 

『ろくじろう』とは、ZOZOTOWNを運営しているスタートトゥデイにて、6時

間労働が許される文化であることを制度化したものです。 8時間労働が当

たり前という常識を見直し、働きすぎな日本人に新しい働き方を提案 する

ことを目的に実施しています。  

 

「自分で考え自分で決める」という本人の主体性を大切にしている当社

では、ただ「6時間で帰宅していい」ということではなく、短い時間でも生

産性を落とさず効率よく自事（シゴト）をすることが必要とされます。チー

ム全員が6時間でシゴトを終えることができればみんなで15：00に帰宅

し、終わらない人がいた場合は全員で助け合ってシゴトを終わらせてか

ら帰宅しているとのことです。  

【出典】スタートトゥデイ 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フォロワー1,500人で即最終面接。オンデーズの『インフルエンサー採用』 

【出典】オンデーズ、@gafash1gemam1 

アイウェアの製造販売を手掛け、国内外に220店舗を展開する株式会社

オンデーズは、2017年10月「インフルエンサー採用」採用の際に、年齢

学歴不問で「Twitter」「Instagram」「BLOG」いずれかのフォロワー数が最

低1,500人以上（投稿内容も含め確認される）であれば、優先的に最終面

接へ進めるというものです。同社のこのような取り組みの目的の一つに

「発信力の強化」があります。  

 

インフルエンサーを通して“生の声”を届け、ブランドに対する理解と認知

を深める目的があるといいます。また、入社後も、社内インフルエンサー

としてオンデーズに関するさまざまな情報の発信をする代わり『インフル

エンサー手当』（基本給与から50,000円がプラスされて支払われる制度）

もあるそうです。  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求人サイトを使用せず、SNS拡散力を活かして人材を獲得「猫に優しい会社」 

【出典】過酷すぎる！？ 海外メディアも驚く「猫と働けるオフィス」 

日本国内にとどまらず、海外メディアでも「猫とはたらく企業」として

注目されるファーレイ株式会社は社員の半数以上が猫を飼ってい

ます。そして、同社が導入する「猫同伴通勤制度・猫手当」は、 飼

い猫と通勤し、一日中職場で一緒に過ごせる制度 のことを指しま

す。会社からは、餌が1日2回支給されます。また2011年から、保護

猫などを引き受けた社員を対象に、餌代として月5,000円の「猫手

当」を支給しています。  

 

代表の福田英伸氏は『「猫と一緒に仕事ができる会社」としてSNS

で認知が広がったおかげで、会社説明会の開催を告知すると、た

くさんの方が応募してくれます』と述べており、求人広告費には一

切お金がかかっていないといいます。  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入社後のギャップを少しでもなくす対策としてGoogleストリートビュー（室内版）を活用 

【出典】人材採用にGoogleストリートビューを活用〜全国の事例紹介〜 

freee株式会社の本社   DMM.comの本社   株式会社LIG 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株式会社カヤックの「夫婦採用」 

【出典】MS-Japan、株式会社カヤック 

株式会社カヤックは「夫婦で、しかも同社の本社がある

鎌倉への引越し付きでの入社を促す夫婦採用」 を実

施。 

 

夫婦同時の面接に始まり、物件紹介や3ヶ月分の家賃

補助（賃貸物件入居の場合）、仲介手数料77％負担

（住宅購入の場合）など、夫婦採用で応募された人のみ

の特典も複数用意されています。11月22日（いい夫婦

の日）に因んで募集が開始されたことも、注目を集めた

要因の一つと言えるでしょう。  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パラパラ漫画 × 病院 

【出典】尚寿会 

尚寿会は狭山市・所沢市・入間市(人口70万人)を診療圏

に、高齢者慢性期医療のパイオニアとして、回復期から慢性

期医療・在宅医療・介護予防・予防医療を展開。患者様一

人ひとりの幸せを重視した、環境づくりに取り組んでいます。  

 

当病院の採用サイトには、パラパラ漫画風のPV（プロモー

ション・ビデオ）が配信されており、 理念や世界観を言葉では

なく音声やビジュアルで伝える工夫 をされています。  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病院・クリニックの特徴を数字で公開（総合東京病院） 

【出典】総合東京病院 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1日の働き方や教育マニュアルを公開（中央歯科医院） 

【出典】中央歯科病院 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Amazon Comprehend Medical（アマゾン・コンプリヘンドメディカル） 

【出典】Amazon Comprehend Medical 

Amazon Comprehend Medical を使用して、構造化されて

いないテキストから複雑な医療情報を抽出することができ

ます。このサービスは、医師のメモ、治験の総括報告書 、

患者の健康記録などのさまざまな情報源から、病状、投

薬、投薬量、強さ、頻度などの医療情報を特定することが

できます。 

 

日本の多くの病院の看護師・スタッフの残業時間を占める

「記録書類の多さ」。新人の看護師ほどその負担は大きい

病院・クリニックであるほど、この作業の簡略化は急務であ

るといえるのではないでしょうか。  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Amazon Transcribe Medical（アマゾン・トランスクライブメディカル） 

【出典】Amazon Transcribe Medical 

Amazon Transcribe Medicalは 自動音声認識のアプリ

ケーションを利用して、効率的で正確な医療メモ取りを

提供するサービスです。医師、看護師などの医療者と

患者さんの話しを文字に変換することができます。ま

た、AI機械学習を活用した医療転写のの機能も備わっ

ており、薬の名前、治療法、および病状や疾患などの

医学用語の正確な文字起こしを実現します。  

 

これが普及することで、PCへタイプする必要がなくなり、

患者さんのケアに時間を有効活用できるようになるかも

しれません。 

リクルート事例 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医療現場に笑顔をもたらす「おしゃれ白衣」に注目 

【出典】宮田理江 | ファッションジャーナリスト／ファッションディレクター 

女性をハッピーにするルームウエアブランドの「ジェラート 

ピケ」と、テーラード技術を生かした白衣で知られるクラシコ

がそれぞれの強みを持ち寄る形でコラボが実現しました。

医療従事者という仕事への敬意も、デザインに反映されて

います。 

 

100床以上の病院勤務の一般外科医 105名に対するアン

ケートで「病院で支給されたら一番嬉しい白衣」「一度は着

てみたい白衣」「同僚や知人にプレゼントしたい白衣」「一

番おしゃれだと思う白衣」の4つの項目において、 テーラー

ド技術を取り入れた白衣を展開するクラシコが1位を獲得 す

る結果となりました。  

リクルート事例 



【出典】PR TIMES 

Huluは、医療従事者の支援を目的に4月19日（日本時間）

世界に向け生放送されるレディ・ガガ氏とコラボしたスペ

シャル番組『One World: Together At Home』をHuluで無料

ライブを配信。 

 

また、2020年にWHO（世界保健機関）とGlobal Citizenが主

催し、レディ・ガガがプロデュースを手がけた オンラインの

チャリティ・コンサート「One World: Together at Home」に

は、137億円超の寄付が集まり、医療従事者に贈られた と

いいます。 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著名アーティスト × Hulu × 医療 

リクルート事例 



現在、日本は前例を見ないほどの人手不足に直面しています。  

 

日本の労働力人口は、2030年までに現在よりも800万人以上減少すると言われています。  

 

テクノロジーに任せる部分は任せ、人間は付加価値の高い分野に集中する動きが  

あらゆる業界で加速することでしょう。  

 

つまり、われわれは「人間を雇う」から 

「＿＿＿＿を雇う」という視点へシフトしてゆく必要があるといえます。  

リクルート事例 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現在、日本は前例を見ないほどの人手不足に直面しています。  

 

日本の労働力人口は、2030年までに現在よりも800万人以上減少すると言われています。  

 

テクノロジーに任せる部分は任せ、人間は付加価値の高い分野に集中する動きが  

あらゆる業界で加速することでしょう。  

 

つまり、われわれは「人間を雇う」から 

「ロボットを雇う」という視点へシフトしてゆく必要があるといえます。  

リクルート事例 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17【出典】予測モデル｜パーソル総合研究所 × 中央大学経済学部 阿部正浩教授 

2030年、人手は644万人不足する 

パーソルと中央大による調査・推計の結果、2030年には、7,073万人の労働需要に

対し、6,429万人の労働供給しか見込めず、「644万人の人手不足」となることが分

かりました。  

産業別において、特に大きな不足が予測されるのは、サービス業、医療・福祉業な

ど、現在も人手不足に苦しむ業種であることが分かりました。これらの業種は、少

子高齢化やサービス産業化の進展により今後も大きな需要の伸びが予測され、労

働供給の伸びがそれに追いつかないと考えられます。  

労働需要 

7,073万人 
労働供給 

6,429万人 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18【出典】予測モデル｜パーソル総合研究所 × 中央大学経済学部 阿部正浩教授 

産業別に見た人手不足 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19【出典】予測モデル｜パーソル総合研究所 × 中央大学経済学部 阿部正浩教授 

644万人の人手不足を埋める4つの方向性 

2030年の人手不足を解決する方向性としては、「労働供給を増やす」か「労働需要を減らす」かしかありません。 

労働供給を増やす場合は、女性、シニア、外国人を増やす策が考えられます。また、労働需要を減らすには、生産性向上が不可欠

です。以下は、「それぞれの方向性において、どれくらいの人手不足解消が見込めるか」を図にしたものです。



Q 
20

リクルート事例 

ALS等の難病や重度障害で外出困難な人々の「動けないが働きたい」という声に 

答えるために、『WIRED CAFE』が行った施策とは？ 

【出典】WIRED CAFE 



株式会社オリィ研究所とカフェ・カンパニー株式会社は、 2020年に

期間限定で分身ロボット「OriHime」（ ALSなどの難病・障害で外出が

難しい方が遠隔で動かせるロボット ）がカフェスタッフとして働く「分

身ロボットカフェDAWN Ver.β」を、渋谷「WIRED TOKYO 1999」に

て実施。 

 

今回のプロジェクトの目的は、重度障害者などの外出困難な方が、

分身ロボットを通じてカフェの運営に参加することで、「動けないが

働きたい」と思っている人々の認知を広げること。それとともに、人々

の社会参加を妨げている課題を、テクノロジーによって克服していく

可能性を見せるという目的もありました。2018年より各所で実証実験

が取り組まれています。  

【出典】人間と分身ロボットでカフェをコラボ営業  21

A）人間と分身ロボットでカフェをコラボ営業 

リクルート事例 



Q 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リクルート事例 

【出典】WIRED CAFE 

ヒント：宴会やイベントの中止・自粛により大量に余ったものとは？

「除菌液を届けたいけど必要なところに届いていない」という課題を 

解決した除菌液販売会社のアイデアとは？ 



【出典】人間と分身ロボットでカフェをコラボ営業 

除菌抗菌液「クリアンスEX」を販売するクリア電子株式会社

が実施した「＃SafeHandFish」では、中身を醤油から除菌液

に変えた「魚の醤油さし」が、フードケータリングや中食の店

舗を通して食事とともに生活者のもとへ届けられます。食事

前に気になるところをサッと除菌する使い切りサイズで、清潔

な状態での食事が可能です。  

 

「除菌液を届けたいけど必要なところに届いていない 、除菌

液販売会社の課題」と「イベントや宴会のキャンセルで 大量

に余ってしまった容器の在庫 を抱えるメーカーの課題」を掛

け合わせたアイデアです。  

23

A）醤油さしメーカーと協業した 

リクルート事例 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リクルート事例 

【出典】WIRED CAFE 

インターネットの検索サイトが「医者がわり」に使われ、 

不確かな情報をもとに「自己診断」を行う人々が多い状況を改善したアイデアとは？ 

ヒント：ネット上の医療情報に間違いが多いことを体感してもらうには？



【出典】「検索サイトは“名医”じゃない」ルーマニア医療機関の啓蒙キャンペーン 

ルーマニアの民間医療機関が「ネット検索だけを使って医師の採用試

験に合格できるか?」という実験を実施。実験の結果、正解できたのは

200問中たったの36問でした。  

 

その後、同じ試験問題を受けられる特設サイトをリリース。不正解を出し

た人には「これでもあなたはインターネットを“医者がわり”に使います

か？」とメッセージを出し、正規の医師による診察を促すようにしまし

た。誤回答の度合いは「誤診断証明書」として出力されるようになって

おり、これを病院の窓口で提示すると、医師から的確な診断を受けられ

る仕組みになっています。  

25

A）ネットの誤情報の多さを体感できる試験をつくった 

リクルート事例 



【出典】AIが患者の命を救う…　医療職もAIに仕事を奪われるのか？　  26

AIが2000万件もの文献の中から、患者の遺伝子を解析して病名を特定（2016年） 

リクルート事例 

人工知能「ワトソン」の画面



【出典】野村総合研究所（人工知能やロボット等による代替可能性が高い100種の職業）  27

人工知能やロボット等による代替可能性が低い職業 

リクルート事例 



【出典】野村総合研究所（人工知能やロボット等による代替可能性が高い100種の職業）  28

人工知能やロボット等による代替可能性が低い職業 

リクルート事例 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採用に関する検索結果を強化しているGoogle 

求人サイトの検索結果を「Googleが返すだけ」ではなく、  

今後、Googleショッピングのように、「Google人材募集」が加速することが予測される。  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厚生労働大臣・中医協が在宅患者を支える仕組みを強化（2018年） 

【出典】在宅拡充、高齢化に備え　診療報酬４月から改定　遠隔・チーム医療に力 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少子高齢化・人口減少時代の採用手法を在り方から見直そう 

例２）ユニーク採用手法を取り入れ「認知・興味」を創造  

例１）リファラル採用で、従業員を「家族のように」大切にする姿勢  

広告に頼らずとも、既存社員からの紹介・推薦が増え、食事会の開催が増えることになる。自然と関係が構築され、 

インターン・就職などに進むようになる。仮に退社したとしても、円満な関係性、ファン顧客として繋がりをもつ組織へ 

教育機関と連携し、非常勤の先生として学校で講師を行い、インターン、就職と自然につながるようになる。 

生活環境の変化による退職後も、外部社員・スタッフとして関係性が一生涯続いていく採用スタイルをもてる組織へ 


