
問　題

　我々は他者のモチベーション（motivation）を質的・
量的に推論しそれを評価することを日常的に行って
いる。例えば、学校教育においては、教員からみて
望ましい行動をとる園児、児童、生徒、学生をモチ
ベーションが高い、自ら学ぶ意欲がある、などと評
価することがよくある。また、労働場面においても、
事業者（使用者）からみて望ましい行動をとる労働
者をモチベーションが高い、職務内容の達成を貫徹
する意欲があるなどと評価する。さらに、家庭内な
どより親密な対人関係にある場面においても、生活
様式や育児の方針などにおいて、上述した場面と同
様に他者のモチベーションを評価することがある。
いずれの場面においても、必ずしも評価者の指示や
意図通りの行動を被評価者がとることだけが、モチ
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ベーションの肯定的な評価に結びつくわけではなく、
指示や意図を越えた自主的な行動とその結果が肯定
的に評価される場合もあることから、他者のモチベー
ションの評価における評価者内の心的過程は単純で
はないことがうかがえる。加えて、いずれの場面に
おいても、肯定的に評価されるパフォーマンスがと
れることとモチベーションが高いことは必ずしも同
義ではないことから、他者のモチベーションを推論
し評価することの社会的な意味は難儀である。
　モチベーションそれ自体は、行動の原因を考える
際に用いられる大概念として、心理学においては多
岐にわたる領域および観点から永く研究されてきた
が（レビューとしては、上淵，2004）、近年において
は、上述してきた他者のモチベーションを推測し評
価する行為についても学術的な研究が行われるよう
になってきている。例えば、伊藤・池田（2006）は、
人が他者の行動とそのモチベーションの関連性につ
いて素朴理論をもっており、ネガティブな行動はネ
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ガティブなモチベーションと、ポジティブな行動は
ポジティブなモチベーションおよびネガティブなモ
チベーションの両者と関連づけられていることを示
唆している。また、長内・今野（2013）や長内（2014）
においては、無気力という観点から、評価者－被評
価者間においてモチベーションが低いと考える行為
が必ずしも一致しないことを例示している。こうし
た他者のモチベーションを推論する行為は、心の理
論（theory of mind） や 帰 属 理 論（attribution 
theory）などの背景にある他者の行動を理解するた
めにその心的状態を推論するという観点とは（その
心的機能に共通性があるとしても）似て非なる観点
の研究分野として確立していくことが望ましいとい
える。なぜなら、その推論がその人物の各学校段階
における入学試験の合否や成績、労動場面における
採用試験などの社会的な評価に直接的に利用されや
すいからである。そのため、他者のモチベーション
を推論し評価する行為については、様々な観点から
研究を蓄積していくことに学術的な意義があると考
えられる。
　本研究では、モチベーションが評価される現実場
面のなかで、もっとも直接的にその評価が行われる
例のひとつとして求人広告における応募条件として
のモチベーションに焦点をあてる。求人広告におい
て、度々みられる「やる気のある方募集」などのモ
チベーションに類する語を用いた応募条件は、求人
広告において明文化され、評価者である事業者（使
用者）と被評価者である労働者の双方がモチベー
ションを推測・評価することおよびされることを自覚
している状況にあるため、モチベーションを推論・
評価する行為の研究において適切であると考えられ
る。また、他者のモチベーションを評価する際には
審美的観点に限らず体格や身体的姿勢を含めた容
貌などの個人特性が影響を与える可能性があり、モ
チベーションを評価するという行為は非常に曖昧で
不安定なものである。そのため、モチベーションに
類する語を応募条件とする求人広告に、一般の求職
者は戸惑うことも少なくない（例えば、Yahoo!知恵袋，

2013）。このような背景から、労働者にモチベーショ
ンをもとめる事業者のその意図の理解に努めること
は、事業者と労働者のそれぞれが捉えるモチベー
ションの相違によって生じうる齟齬の緩和のために
社会的な意義があると考えられる。

目　的

　日本の労働市場において事業者（使用者）が労働
者にもとめるモチベーションの指す意味の一端を探
るために、求人情報誌において広義にはモチベー
ションに含まれ、一般的に汎用されていると考えら
れる「やる気」を応募条件に掲げる事業者の特徴を
事例的に明らかにすることを目的とする。

方　法

分析対象　2013年12月に出版され2014年の１巻と
しての通し番号がふられている日本の首都圏を対象
とした有料週刊求人情報誌１誌に掲載されている求
人広告の全てを事例として分析対象とした。本求人
情報誌は求人情報以外にもタレントのインタビュー
記事や仕事の現場レポートなどいわゆる読み物記事
も含まれている。ページ数は表紙・裏表紙、前見返し・
後ろ見返しを除き222ページであった。本誌を分析
対象とした理由は、2013年12月時点において数十
年の歴史を持ち、地域別での発行に関わらず週刊で
あり、コンビニエンスストアの多くの店舗においても
販売されていたことから、掲載求人広告の量のみな
らず質的な面からも求人誌としての代表性を有し、
かつ求人者からのアクセシビリティも高いと判断し
たためである。
倫理的配慮　求人広告を出稿している事業者（広告
主）のプライバシーの保護のために固有名詞はすべ
てランダムに選択したアルファベットで示し、事例
の本質を損ねない程度に、個々の事例内容を改変ま
たは詳細を割愛していることを付記しておく。
手続き　分析対象である求人情報誌の表紙・裏表
紙および前見返し・後ろ見返しを除く全てページに
おいて、「モチベーション」とそれを類する語である
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と考えられる「やる気」、「ヤル気」、「意欲」を含む
求人広告を収集した。ちなみに、本求人情報誌に掲
載されている求人広告の総数は1,081件であった。
　また、求人広告ではないが、「バイト・シゴトを決
めるコツ！～応募から採用まで～」と見出しのつく
ページの「履歴書を用意しよう！」という項におい
て「自分という人物を総合的に判断する書類だから、
やる気をアピールする意味でも空欄はＮＧ。ゆっく
り書いて丁寧な読みやすい字を心掛けよう。」という
やる気という語を含む記載がみられた。
使用機材　求人広告内から特定の語を抽出するとい
う手続きをとるために、研究者の目視による確認の

正確性を補うため、 ScanSnap S1300およびS1300i
（富士通株式会社）と付属のOCRソフト（ABBYY 
FineReader for ScanSnap TM ）を用いた。

結　果

各語の使用回数　各語の使用回数では「やる気」
がもっとも多く21回でありそのうち同一広告内に重
複して使用している事例がみられたので事例数は20
件である。
　続いて、「ヤル気」は９回であったが、同一事業
者が同一の広告を複数出稿していたため事例数は８
件とした。

表１　求人広告に「やる気」という語を用いる事例
事例識別
記号 掲載語句 勤務先最寄り

駅名 募集職種 雇用形態 給与（円）

Ａ
経験よりもやる気と人柄重視で採用し
ますので、「やる気と笑顔と真心」を持っ
てきて下さい。

両国 レストラン／調理（洋食）
／パティシエ／フロント アルバイト 時給 900

Ｂ やる気重視で採用 浦和／北与野
ほか 保育士／保育スタッフ アルバイト／パート／

正社員 時給 1,060

Ｃ 「将来セラピストとして活躍したい！」
そんなあなたのやる気を重視します。 広尾 セラピスト アルバイト／パート 時給 900

Ｄ あなたのやる気次第で店長になれ
る！！ 稲田堤 女性専用フィットネスの店

舗オープニングスタッフ 正社員 月給 210,000

Ｅ 必要なのは「普通免許」と「やる気」 大鳥居 お弁当の配達スタッフ アルバイト／パート 時給 1,100

Ｆ 未経験でもやる気さえあれば大歓迎で
す 横浜 建設現場での資材搬入

STAFF アルバイト 日給 2,500

Ｇ やる気のある方、情熱的な方、明るく
元気に働くのが好きな方即日勤務可 六本木一丁目 コールセンターstaff アルバイト／パート 時給 1,500

Ｈ 必要なものは全て揃っています！あと
はやる気だけあればOK!

ふじみ野駅／
上福岡駅 土木作業員 アルバイト／パート／

契約社員 日給 9,000

Ｉ 元気、やる気があれば未経験者
OK！！ 亀戸 資材搬入 アルバイト／パート 日給 9,000

Ｊ 当店では経験が無い方でも、やる気と
意欲があれば大丈夫です。 下北沢 配達／集金／管理 アルバイト／正社員 月給 157,000

Ｋ 経験よりもやる気を重視します。 新宿 営業スタッフ 正社員 月給 370,000

Ｌ 大切なのは、経験・技術よりあなたの
「やる気」です！！ 御徒町 施工管理 正社員 月給 200,000

Ｍ やる気がある方未経験でもOK！！ 竹ノ塚 塗装工スタッフ アルバイト／正社員 日給 8,000

Ｎ 未経験者でもやる気があればOK！ 京成津田沼 鳶・足場工事スタッフ／
電気工事スタッフ アルバイト／正社員 日給 11,000

Ｏ やる気のある元気なスタッフが活躍
中！ 草加 大工／大工志望の方／現

場監督 アルバイト／正社員 日給 15,000

Ｐ やる気有る方歓迎 志木 鉄筋工 アルバイト／正社員 日給 10,000

Ｑ やる気と熱意・必要なのはこれで十分
です 新座 鳶工 アルバイト／正社員 日給 12,000

Ｒ
若い方にも負けない“やる気”をもって、
毎日いい汗をかきながら、充実した気
持ちで働いていますよ

末広町 店主の相方（キッチンス
タッフ） アルバイト／正社員 時給 1,000

Ｓ やる気のある方大歓迎！！ 朝霞 介護スタッフ アルバイト／正社員 時給 950

Ｔ 貴方の「やる気」にも応えます！！ 本厚木 フロアレディ アルバイト／パート／
正社員 時給 1,000

 読点および感嘆符は事例のままである
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　さらに、「意欲」は７回であり、重複して使用して
いる事例はみられなかったので事例数は７件であ
る。
　最後に、「モチベーション」は２回であり、重複し
て使用している事例はみられなかったので事例数は
２件である。
　上記の４つの語のうち２つ以上を同時に用いる事
例が下記のとおりみられた。「やる気」と「意欲」を
同時に用いる事例が１件である。よって、「やる気」
とそれに類する語の総使用回数は39回であるが、総
事例数は36件であり、本求人情報誌の中で占める
割合としては3.33％となった。なお、本研究で焦点
をあてる「やる気」が本求人情報誌の中で占める割
合は1.85％であり、「やる気」に類する４語のうちの
55.55％を占めている。
「やる気」を掲げる事例の検討　本研究の研究対象
であり、最も事例数の多かった「やる気」を使用し
ている求人広告について掲載語句、勤務先最寄り駅
名、募集職種、雇用形態および給与（円）について
表１に示す。
　いずれの情報も事例が特定されない範囲内で掲載
時のままとし、給与については複数の雇用形態が募
集されている場合は、最低給与を表記した。その結
果、事例識別番号Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｋにおいて「重視」
という語を同時に用いていた。また、「やる気」を募
集職種の経験を不問とする、もしくは経験よりも優
先するという意味で用いている事例が多くみられた
（事例識別番号Ｆ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ）。事例
識別番号Ｇ，Ｉ，Ｏにおいては「やる気」に加えて「元
気」という語を同一句内に用いている。さらに、事
例識別番号Ｊにおいては、やる気と意欲があれば大
丈夫、と「やる気」に加えて「意欲」を同一句内で
使用している。
　なお、募集職種のうち事例識別番号Ｆ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、
Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑは、厚生労働省（2011）による
職業分類において「建設・採掘の職業」に分類され
るものであり、事例識別番号Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｒ、Ｓ、Ｔ
は「サービスの職業」に分類されるものであった（事

例識別番号Ｓについては、介護スタッフという呼称
から介護支援専門員や医療ソーシャルワーカーを指
すものではないと考え、「専門的・技術的職業」の「169
その他の社会福祉の専門的職業」に分類されるもの
ではないと判断した）。
　勤務先最寄り駅名、雇用形態、給与（円）におい
ては、特筆すべき共通性などはみられなかった。

考　察

　本研究では、モチベーションが評価される場面の
なかで、もっとも直接的な評価が行われる例のひと
つと考えられる、求人広告における応募条件にみら
れるモチベーションに焦点をあてた。モチベーショ
ンに類する語を応募条件として記載している求人広
告は、総数からみれば３%台に留まり、本研究で分
析対象とした求人情報誌においては少数であること
が明らかになった。また、モチベーションに類する
語のうち、事例数の約半数を「やる気」が占めてい
ることも明らかになった。このことから、労動場面
においてもとめられるモチベーションは求人誌にお
いては「やる気」という語彙をもって表現されるこ
とが示唆された。
　「やる気」という語に限定した事例の検討からは、
求人情報誌において「やる気」を応募条件に掲げる
事業者は、厚生労働省（2011）における職業分類に
おける、「建設・採掘の職業」または「サービスの
職業」を事業とし、「やる気」を重視すること、時に
「やる気」を経験より優先、または経験を不問とする
ものとして捉えている傾向を持っていることが本研
究からは仮定される。
　なお、本研究の限界と課題として、まず、「やる気」
と「意欲」を同一句内に使用している事例（事例識
別番号Ｊ）がみられることについては、双方を弁別
して用いている、もしくは、特に意図なく併記して
いる可能性が考えられ、労動場面におけるモチベー
ションに類する語の用法の観点からは今後の検討を
要するだろう。つぎに、募集職種の大半が厚生労働
省（2011）による職業分類において「建設・採掘の
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職業」と「サービスの職業」に分類されるものであっ
たことについては、その多寡の判断には、本研究の
母数である1,081件の広告における両分類の占める
割合を明らかにし、それとの比較が必要となるだろ
う。最後に、本研究はあくまで、関東圏内を対象と
した一求人誌の１ヶ月分の広告を事例としたもので
あり、抽出された事例およびそこから得られた示唆
や仮定の外的妥当性については課題が残る。そのた
め、今後の展望として、事例の蓄積を重ね、本研究
で得られた示唆や仮定について、検証していくこと
がもとめられる。
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