
問　題

　長内（2017）は、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
意味を明らかにすることを最終的な目的とし、その
ための一手段として、求人情報誌においてモチベー
ションに類する語を応募条件に掲げる求人広告の特
徴を整理する一連の事例研究を実施している（長内、
2017、2018）。それらの研究では、モチベーションに
類する語として、「やる気」「ヤル気」「意欲」「モチベー
ション」に注目している。結果として、長内（2017）
では、日本の労働市場において事業者が労働者にも
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要　旨

　本研究は、長内（2017）の外的妥当性を検証することを目的に、モチベーションに類する語それぞれの

使用回数と広告内での語の共起関係の２点に注目し、同求人誌の別時期の号の分析を試みた。その結果、

モチベーションに類する語のそれぞれの使用回数は、「やる気」「ヤル気」「意欲」「モチベーション」の順

に多く長内（2017）を支持していた。また、広告内での語の共起関係においては、「やる気」と「ヤル気」

は「経験」と「歓迎」に共通して共起しており、長内（2017）を部分的に支持した。
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とめるモチベーションは「やる気」という語で表現
されることが多く、次いで「ヤル気」「意欲」「モチベー
ション」の順であること、同一広告内で同時に使用
される語の検討において「やる気」と「ヤル気」は、

「経験」、「歓迎」、「未経験」と共起関係を共有して
いたことを示している。しかし、長内（2017）は関
東圏内を対象とした一求人誌の１ヶ月分の広告を事
例としたものにすぎず、抽出された事例およびそこ
から得られた結果や示唆の外的妥当性について課題
が残されているとし、続く長内（2018）では、モチベー
ションに類する語それぞれの使用回数と広告内で同
時に使用される語との共起関係の２点に注目し、長
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内（2017）において研究した求人誌の翌月号の分析
を試みた。その結果、モチベーションに類する語の
それぞれの使用回数は、「やる気」「ヤル気」「意欲」

「モチベーション」の順に多く長内（2017）を支持し
ていた。しかし、広告内での語の共起関係において
は、「やる気」と「意欲」がともに「経験」「歓迎」
と共起しており、長内（2017）を支持しなかった、
としている。ただし、「やる気」のみをみると長内

（2017）と同様に「経験」「歓迎」「未経験」と共起
関係にあることが確認でき（長内、2018、Figure １）、

「やる気」はモチベーションに類する４つの語のうち
１位であることも加えて考えると、概ね長内（2017）
は外的妥当性を有するといえる。しかし、わずか１ヶ
月間の事例の追試研究により、長内（2017）の外的
妥当性の課題を解決したと判断することは適切では
ないだろう。

目　的

　本研究は、長内（2017）の外的妥当性を検証する
ための知見を蓄積することを目的に、モチベーショ
ンに類する語それぞれの使用回数と広告内で同時に
使用される語との共起関係の２点に注目し、長内

（2017、2018）とは異なる時期（2013年６月第１週）
の分析を行う。

方　法

分析対象　本研究では、長内（2017、2018）で用い
た求人情報誌と同じ求人情報誌を用いた。出版時期
は異なり、2013年６月第１週に出版され第23号とし
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（全1,540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。
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
たは詳細を割愛した。
手続　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のページに
おいて、「モチベーション」に加えて、それに類する
と考えられる語である「やる気」、「ヤル気」、「意欲」
を含む求人広告を収集した。また、雑誌中には「や
る気」の語を含む生地もあったが、求人広告ではな
いので分析の対象外とした。
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™）を用いた。

結　果

各語の使用事例数　各語が使用された事例数は「や
る気」がもっとも多く43事例であった。そのなかには、
ひとつの事例内で２度使用されている事例（事例識
別番号32）や、勤務地は異なるが、同じ文言による
広告を出稿している事例がみられた（事例識別番号
19と20）。さらに、「意欲」と同時に使用されている
事例が２件みられた（事例識別番号18、40）。
　続いて、「ヤル気」は16事例であった。
　さらに、「意欲」は13事例であったが、上述した「や
る気」と同時に使用されている事例がうち２件みら
れた（事例識別番号71、72）。
　最後に、「モチベーション」は１事例であった。
　上記の全事例を掲載語句とともにTable １に示
す。事例識別番号13のｘは電話番号である。長内

（2017）のTable １〜４において掲載した勤務先最
寄り駅名、募集職種、雇用形態および給与（円）は
本研究では割愛した。
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Table １　求人広告におけるモチベーションに類する語を用いる事例（１）

事例識別記号 掲載語句 モチベーションに類する語の種類

１ 経験よりもやる気を重視！！一人前に成長できるようしっかりサ
ポートして行きます！

２ やる気があれば年齢なんて関係ありません！！ご応募お待ちしてお
ります！

３ 安定して長ーく働ける環境は整っていますので、「やる気」だけ持っ
てきてください。直接お会いして色々お話ししましょう。

４ ガラス清掃経験者はもちろんのこと、未経験でも、やる気さえあれ
ば大歓迎！経験豊富なスタッフがあなたをフォローします。

５ 一生モノの技術が身につきがっつり稼げますよ！やる気と熱意・・
必要なのはこれで十分です。未経験者大歓迎します。

６ 髪型・服装自由・ピアス・ヒゲＯＫで、未経験でもやる気があれば
大歓迎です。

７ 材料持ちの為、不況に強く安定した会社！技術とやる気！当社で発
揮してみませんか。

８ 仕事量豊富でやる気とウデで稼げますよ。

９ やる気のある元気なスタッフが活躍中！給与大事！安定大事！がっ
つり稼げます！

10 未経験者歓迎！やる気有る方歓迎！
11 やる気のある元気なスタッフが活躍中！

12 未経験でも大丈夫。やる気とマジメな姿勢だけで夢の高収入ライフ
がスタート！ここにあります！あなたの場所！

13 0120-xx-xxxx　採用係（やる気待っています！）

14 未経験歓迎！！やる気だけあれば十分です。笑顔でお客様と接して
くださる方、大歓迎です！ やる気

15 頑張りが高収入に！！リアルに稼げます！［やる気］［熱意］次第
でスピード昇級＆昇格も可能！

16 未経験者歓迎！やる気があればOK ！

17 幹部候補・ホールスタッフを大募集！やる気のある方を積極的に採
用しています！知識や経験は一切問いません！！

18 首都圏に６店舗を展開する安定企業！！「やる気」と「続ける意欲」
だけを持ってきてください！！

19 経験・やる気を見て、日給即日ＵＰ！！
20 経験・やる気を見て、日給即日ＵＰ！！

21 ＰＣの基本操作ができる方で、やる気があれば、未経験でも
OK ！！※経験者は優遇。

22 「やる気」重視で選考します！！スキルや経験年数に不安な方もま
ずは面接にお越しください！

23 やる気があれば未経験でも大歓迎！！！

24 未経験でも月給25万円スタート！「将来独立したい！」そのやる気
大歓迎！！

25 経験や知識は不問です！やる気があれば、未経験の方でも問題あり
ません。

26 元気・やる気大歓迎！未経験者歓迎！

27 焼き鳥・居酒屋の調理経験者大歓迎！即戦力として活躍してくださ
い！！未経験でもやる気のある方ならしっかり指導します。
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Table １　求人広告におけるモチベーションに類する語を用いる事例（２）

事例識別記号 掲載語句 モチベーションに類する語の種類
28 人間性・やる気・アイデアを活かせます！正社員への積極登用中！！

29 今を頑張る皆さんのチャレンジを応援します。やる気次第で稼げま
す！！

30 頑張った分だけ正当に評価！毎月正当に評価し、給料に還元！目に
見えるカタチで評価されるから自然と仕事もやる気も向上！！

31 経験よりもやる気を重視します。

32
やる気と自信が反比例！そんなあなたを不動産のプロへ。やる気は
あるけど自信がない。。。そんな未経験のあなた！飛び込みやテレア
ポが一切ない当社で一歩を踏み出しませんか？

33 やる気があれば安定した収入が可能です。

34 未経験者やブランクのある方も大丈夫です。大切なのは「やる気と
努力と向上心！」

35 経験者求む！やる気を重視します！事前お施設見学も大歓迎！ やる気
36 やる気次第で報酬ＵＰ！５年目で月９２万の方も！
37 人柄とやる気を重視！安心・安定の職場！
38 ムズかしい仕事ではありません。やる気のある方大歓迎！

39
あなたの実力に見合ったお仕事をお任せするので、着実なステップ
アップが目指せます。やる気のある方にはドンドンお仕事をお任せ
するので、成長を実感しながら、やりがいを感じながら働けます！

40
当店は努力や成長意欲を最大限評価します！やる気のある方には、
どんどん新しい仕事を与えていくので、常にやりがいを感じながら
働くことができます。

41 新規ＯＰＥＮの為、スタッフ大募集！稼げる環境がここに！やる気
重視！

42 スタッフのバックアップ体制は万全、未経験の方でも安心して長く
働けるお店です。貴女の「やる気」にも応えます！

43 週３日以上できる方、やる気のある方優遇！

44 必要なのはヤル気と根気と負けん気だけ！コツはしっかり教えま
す！

45 頑張り、ヤル気に収入で還元！！
46 「頑張り」「ヤル気」には収入でしっかり還元
47 「ヤル気」と「頑張り」で高収入
48 経験がなくても、ヤル気でチャレンジ！！
49 ヤル気と笑顔で随時昇給 ヤル気

50
大切なのはヤル気！焼き鳥が好き！料理が好き！そんな方大歓迎！
当店には、未経験から初めて腕を上げ、独立したスタッフもたくさ
んいます！

51 求めるのは経験よりヤル気です！
52 経験よりもヤル気を重視！！頑張った分、稼げます！
53 ヤル気があれば誰でも稼げる環境をご用意しております。

首都圏を対象とした求人広告にみられるモチベーションに類する語の特徴（４）
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Table １　求人広告におけるモチベーションに類する語を用いる事例（３）

事例識別記号 掲載語句 モチベーションに類する語の種類

54
オープニングスタッフ。ヤル気の20代。ベテラン50代。幅広く活
躍中。現場数は豊富にあり。仕事多数あり。職人さん大歓迎。未経
験者も大歓迎！

55 ヤル気重視！長期も短期も歓迎！

56 20代−30代活躍中！ヤル気を持って仕事に取り組めるかた。異業種
からの方、歓迎！ ヤル気

57 ［学歴・経歴不問！！］必要なのは［ヤル気］未経験からのスター
トでも頑張り次第で昇給昇格が実現！！

58 当店で力を発揮しませんか？？？ヤル気と熱意で十分給料ＵＰでき
る環境があります。

59 ヤル気次第で［稼げる！］働くなら楽しく高収入稼ごう！！
60 未経験でも意欲のある方ならOK ！

61 意欲があれば未経験の方でも大歓迎！花束や花かごをアレンジする
機会が多く、意欲次第でどんどん吸収・上達できます。

62 ［昇級のチャンスがある職に就きたい」「将来、独立して自分のお店
を持ちたい」など、なんでもok ！意欲を最重視します！

63 パッションでは、学歴も経験も資格も関係なく意欲さえあればあっ
釣り稼げるんです！

64 資格やリーダー職に挑戦できたり、意欲を持って取り組めばキャリ
アアップでできる環境ですよ！

65 働きながら、資格取得を目指せます！「資格取得にチャレンジした
い！」という意欲的な方も大歓迎！

66 意欲のある方なら、未経験者大歓迎です！ 意欲
67 好奇心！意欲のある方！大歓迎！！
68 経験を生かしたい・もっと知識が欲しいなど、成長意欲のある方。

69 「エンターテイメントの世界で活躍したい」という意欲のある方、
大歓迎！

70 未経験者歓迎！准看護師を目指したい方や学ぶ意欲のある方、フ
リーターさん大歓迎！

71
当店は努力や成長意欲を最大限評価します！やる気のある方には、
どんどん新しい仕事を与えていくので、常にやりがいを感じながら
働くことができます。

72 首都圏に６店舗を展開する安定企業！！「やる気」と「続ける意欲」
だけを持ってきてください！！

73 アナタの技術や経験を高く評価しますので、高いモチベーションで
働けますよ。 モチベーション

註）下線は著者による

東京未来大学研究紀要  Vol.14　2020.3

− 193 −



告内での語の共起関係においては、「やる気」と「ヤ
ル気」はともに「経験」「歓迎」「未経験」と共起し
ていた長内（2017）に対して、本研究では、「未経験」
を除く「経験」と「歓迎」に共通して共起しており、
長内（2017）を部分的に支持した。これらの結果から、
長内（2017）の外的妥当性は、モチベーションに類
する語それぞれの使用回数の順序においては確認で
き、共起関係においては課題を残すものとなった。
ただし、この経験という語は、実際の掲載語句をみ

考　察

　本研究は、長内（2017）の外的妥当性を検証する
ことを目的に、モチベーションに類する語それぞれ
の使用回数と広告内での語の共起関係の２点に注目
し、同求人誌の別時期の号の分析を試みた。その結
果、モチベーションに類する語のそれぞれの使用回
数は、「やる気」「ヤル気」「意欲」「モチベーション」
の順に多く長内（2017）を支持していた。また、広

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
やる気 45 収入 7
歓迎 27 活躍 6
経験 17 持つ 6
ヤル気 16 次第 6
意欲 16 評価 6
未経験 13 環境 5
稼げる 10 頑張る 5
未経験 10 資格 4
仕事 9 成長 4
スタッフ 8 当店 4
重視 8 働く 4
安定 7 働ける 4

Table ２　求人広告におけるモチベーションに類する語とそれに共起する語の出現回数

共起関係の分析

　出現頻度が４以上の語（Table ２）について、共
起ネットワークによる可視化を試みた（Figure １）。
分析には樋口（2014）のKH Coder（Ver.2.00f）を
用いた。Figure １は、線で結ばれているそれぞれの
語（node）の間に共起関係（edge）があることを示
す（共起頻度が高い順に70まで線で結ばれるよう設
定した）。語がお互いに近くに布置されていることだ
けでは、それらの語の間に共起関係があることを意
味しない。また、頻出度が高い語ほどnodeが大きく
表示されるようにした。本研究における主たるnode
である「やる気」と「未経験」「安定」「歓迎」「仕事」

「活躍」「経験」「スタッフ」の間には共起関係がみ
られた。次に、「ヤル気」と「環境」「当店」「頑張る」

「次第」「収入」「稼げる」「経験」「活躍」「歓迎」の
間には共起関係がみられた。続いて、「意欲」と「持
つ」「働ける」「資格」「成長」「働く」「当店」「環境」

「歓迎」「未経験」「安定」の間には共起関係がみら
れた。「モチベーション」については、出現頻度が１
であったので、分析対象外となった。
　さらに「やる気」と「ヤル気」は「歓迎」「経験」「活
躍」との共起関係を共有しており、「やる気」と「意
欲」は、「未経験」「安定」との共起関係を共有して
おり、「ヤル気」と「意欲」は「歓迎」「環境」との
共起関係を共有していた。
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Figure １　モチベーションに類する語の共起ネットワーク分析

ると（Table １）、「経験がなくても、ヤル気でチャ
レンジ！！（事例識別番号48）」「求めるのは経験よ
りヤル気です！（事例識別番号51）」など、経験を
問わない、つまり未経験でもよい旨を指す内容となっ
ており、実質的に未経験と同義である。ちなみに、
共起頻度が低いためFigure １には反映されていな
いが「大切なのはヤル気！焼き鳥が好き！料理が好
き！そんな方大歓迎！当店には、未経験から初めて
腕を上げ、独立したスタッフもたくさんいます！（事
例識別番号50）」にみられるように「ヤル気」と「未
経験」が共起している事例も存在した。このように

文脈に着目すると、長内（2017）の知見は内容的に
は支持されているとも考えられる。したがって、本
研究の結果からは、日本の労働市場において事業者
が労働者にもとめるモチベーションは「やる気」と
いう語で表現されることが多く、経験を問わない際
に必要とされるものであることが示唆された。
　今後の課題と展望として、引き続き事例の分析結
果の蓄積を重ね、長内（2017）および本研究の外的
妥当性について繰り返し検証していくことがもとめ
られる。
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