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人材採用に AIを使え

ようやく採用した人材が「こんな
はずでは」と辞めていく。採用の
ミスマッチを防ぐために、ＡＩに
よる採用支援が注目されている。
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いま買える

株 投信

特集／いま買える株・投信

世界株高に連動し日本株も急上昇。
日経平均は26年ぶりの高値となっ
た。
この株高は本物か？ 買うならど
の銘柄？ 投資家への緊急ガイド。
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ん で い る︒ Ａ Ｉ︵人 工 知

速な勢いで︑技術革新が進
ソコン需要の爆発期をうまくと

員として入社︒数々の英断でパ

同創業者二人に続く3番目の社
ブ氏をアンディと表記︶
︒

ガー氏の言葉の中では︑グロー
で︑
﹁さっさと修理しろ︒そして

のコンピュータが故障していたの

浮かぶ企業と沈む企業を分けつ
グローブ氏の長年にわたる懐

における無双企業を作り上げた︒
が設計現場のエンジニアだった頃

ートでもあった︒きっかけは︑私

わたるメンターであり︑ソウルメ

私にとってアンディは︑ 年に

つある︒技術がもたらす商機と
刀 で︑ イ ン テ ル の 初 代 Ｃ Ｔ Ｏ
のある会議だ︒アンディだけでな

71

グローブ氏がインテル社長に就任。パット・ゲルシン
79
ガー氏が18歳でインテルに入社

IBMがインテルの8088マイクロプロセッサーを採用

し、同社初のパソコンを発表

ろ﹂と言ってのけるなど︑私のプ
レゼンはとんがっていた︒

前途有望な若者を
社長自ら選び出す
その数日後︑私の席の電話が鳴

越した技術者のゴードンに﹁私の

若い頃のアンディは攻撃的でせっ

ることだ﹂と言わせてしまうほど︑

仕事はアンディをコントロールす

ックアップしていたんだよ︒

下りてきて︑有望そうな若者をピ

んだ︒彼は現場レベルに自分から

がアンディお得意のやり方だった

﹁パラノイア︵病的な心配症︶

かち︒そんな人物の前で︑生意気
なプレゼンをしたのだ︒
アンディは電話口で矢継ぎ早に︑

に関する質問をした︒そして言っ

事をしたいか﹂といったキャリア

目を光らせるチリチリとした危

さなかにあって︑崩壊の予兆に

のタイトルにも使った︒成功の

はよくこの言葉を口にし︑自著

たんだ︒
﹁どれもつまらん︒もっ

機感︒工場の稼働は順調か︑競

だけが生き残る﹂
︒グ ロ ー ブ 氏

とマシな話を準備して︑1週間以

合企業の動きは︑エンジニアの

しているか﹂
﹁これからどんな仕

内に私のオフィスに来い﹂
︑とね︒

士気は││ 尽きることのない懸

﹁これまで何を学んだか﹂
﹁今何を

アンディが私のメンターを買って

念から︑気絶させるほど社員を
罵倒することもあったという︒

出たんだ︒
社長が駆け出しのエンジニアを

困難な経営判断だったといわれ

を集中させると決めた︒

プロセッサー半導体に経営資源

から撤退し︑新領域のマイクロ

収益基盤だったＤＲＡＭ半導体

1985年︒グローブ氏は長く

にとっての最大の戦略転換点が

に向かうこともある︒インテル

成長するかもしれないし︑衰退

う迎えるかで︑企業は飛躍的に

らす時機を指す︒その時機をど

ビジネスに根本的な変化をもた

︶
﹂の到
tegic inflection point
来だ︒グローブ氏自身の造語で︑

そんなグローブ氏が最も注意

ルシンガー氏はマネジャーを務めた
Pentiumプロセッサーを発表。
世界最大の半導体メーカーにな
93
る。ゲルシンガー氏は最年少の32
歳でバイスプレジデントに就任

97 グローブ氏が会長兼CEOに就任

09 ゲルシンガー氏がEMCのCOOに転身

12 ゲルシンガー氏がVMウェアCEOに就任

16 グローブ氏死去

急
能︶やロボティクスといった技
らえ︑プロセッサー半導体市場

危機を見極められるかは︑あら
︵最高技術責任者︶を務めたの
く︑共同創業者であるゴードン・

私のチップ︵半導体︶を出荷させ

術があらゆるビジネスを変え︑

ゆる業界のマネジメント層に問
ムーアとロバート・ノイスを含む︑

っ た︒
﹁誰？﹂
﹁ア ン デ ィ だ﹂
﹁ど

が︑米ＶＭウェアのパット・ゲ
のアンディだよ？﹂
﹁アンディ・

ルシンガーＣＥＯだ︒ 月下旬
半導体業界のレジェンドがそろっ

この時代に手本となる技術型
に来日したゲルシンガー氏に︑

われる﹁サバイバルの条件﹂だ︒
経営者がいる︒米インテルの3

世界初のマイクロプロセッサー・4004を発表

も抜きん出た存在で︑しかも極め

グローブだ﹂
︒私は震え上がった

ディ・グローブ氏が入社

任者としてプレゼンテーションを

た場だった︒そこで駆け出しの私

ロバート・ノイス氏とゴードン・ムーア氏が、インテル

て厳しい人という評判だった︒卓

グローブ流経営から今学ぶべき

1968年 の前身・NMエレクトロニクスを設立。まもなく、アン

することになった︒ちょうど社内

代目ＣＥＯ︑
故アンディ・グロー

ジャーナリスト：笠原一輝、本誌：杉本りうこ

よ︒アンディは当時すでに業界で

まな

は︑あるプロセッサーの量産化責

インテルとグローブ氏、ゲルシンガー氏の歩み

アンディ・グローブ氏
の戦略は経営学の教科
書にもしばしば引用さ
れている

直々に呼びつけるなんて︑考えら

︵出所︶各種資料を基に本誌作成

を払ったのが︑﹁戦略転換点
︵ stra87 グローブ氏が社長兼第3代CEOに就任
486プロセッサーを発表。この主力製品の開発で、ゲ
89

AP/ アフロ

10

インテル中興の祖、アンディ・グローブ氏が愛弟子
に語った経営思想には時代を超える価値がある。
祖業のDRAMから撤退、経営資源をマイクロプロセ
85
ッサーに集中

撮影：今井康一

ことを聞いた︵以下︑ゲルシン

アンディ
・グローブの懐刀 が今だから語る

ブ氏だ︒草創期のインテルに共

インテル
黎明期のインテル社屋
と社員たち
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35

れないだろう？ だが︑これこそ

05 グローブ氏が会長を退任

グローブ氏の書籍は
世界でヒットした
インテル初のCTOにゲルシン
ガー氏が就任

2000

パラノイア的

技術経 営論
81

産業リポート
インテル流 パラノイア的技術経営論

っている﹂と志望者はアピールす

きたい﹂
﹁自分はこんな仕事に合
った︒東京のある中堅企業が﹁学

まれたケースにはこんなものがあ

実際に︑ＩＧＳに相談が持ち込

なり︑採用担当者

ンターンが盛んに

実務を体験するイ

一定期間︑企業の

この採用の志望者について︑Ｇ

インターンで見た

えている︒しかし︑

側も事前の企業研

また︑志望者の

第
1志望の企業として強い希
望を持って入社したのに︑

自分の思っていた仕事と異なるか
らと退職してしまう若者が少なく
な い︒ そ の 一 方 で 企 業 の 側 も︑
﹁この人こそ﹂と採用した若者が
思うような働きをしてくれず頭を
悩ませている︒
そんな採用のミスマッチを解消
しようと︑ＡＩ︵人工知能︶を活
用して志望者の性格や潜在力を分
析し︑採用に生かす企業が増えて
いる︒既存のエントリーシートや
ＳＰＩ︵適性検査︶
︑採 用 面 接 で
は評価しにくかった学生＝志望者
の人間力や可能性を発見できるシ
ステムとして︑導入を検討する企
業も増加中だ︒
これらＡＩを活用した新たな人
事分析で何がわかるのか︒﹁学生な
ど志望者の潜在的な傾向を〝見え
る化〟できることが最大の特長で
あり利点だ﹂
と言うのは Institution
︵ＩＧＳ︶
の
for a Global Society
福原正大社長だ︒ＩＧＳは︑人間

が生まれつき持っている性格潜在
力をＡＩで診断するアプリ﹁ＧＲ
ＯＷ﹂を開発・展開している︒

採用後の評価が
悪くなる企業は３割
エントリーシートや面接では︑

課題設定

共感・傾聴力

性別

創造力

0.8
0.6
0.4

重視

志望者のウソを見抜くことが容易

外交性

ら な い こ と が 多 い﹂
︵301〜1

てみずに話を聞いただけではわか

いことが多い︒実際に一緒にやっ

ー︶や︑
﹁採用面接時に見抜けな

上場の1001名以上の非メーカ

理解できていないため﹂
︵株式非

速さや地頭のよさなどが選考時に

浅く︑新卒社員の成長スピードの

回答によれば﹁新卒採用の歴史が

が多い﹂理由は何か︒ＩＧＳへの

﹁採用後に評価が悪くなること

答が多い︒

カーで︑評価が悪化したという回

なっている︒特に︑大企業のメー

が多い﹂という回答の比率が高く

の大企業で﹁評価が悪くなること

内的価値

最近は入社前の

る︒しかし︑本当にその適性があ
歴不問で︑イノベーションを起こ

が学生の働きぶり

ＲＯＷでコンピテンシー︵行動特

学生であってもい

この企業は﹁学歴不問﹂をアピ

究 な ど を 通 じ て︑

どう変わったか﹂を調査した結果
が︑
﹁採用後に評価が悪くなるこ

興味

する︒

るのか︑完全につかむのは難しい︒
すことのできる人材を﹂と採用を

格や適性を把握できないまま︑学
性︶や気質・性別︑学歴などをス

ざ 採 用 と な る と︑

ールして採用に臨んだものの︑結

企業が欲しがる人材を演じること

実際︑採用した人材に対して企

どんな条件が必要なのか︑があい

が ㌻図だ︒調査企業全体の3割
外見など︑わかりやすさに流され

とが多い﹂と回答している︒会社
の規模で見ると︑1001名以上

て採用してしまう企業が多いので
はないだろうか︵上表︶
︒

解決意向

ではない︒
﹁このような業務に就

採用面接のテクニックを伝授する

歴や志望者のやる気だけを信じて
コア化し測った︒その結果が下図

どこまで人柄と能

に触れることも増

実施した︒

採用してしまうことが少なくない︒
だ︒各項目で右に行くほど今回の

力を把握できてい

蔓延している﹂と︑福原社長は警

果として採用されたのは学歴の高

学生を公平に評価する意思はあるものの、
欲しい学生像とずれ てしまう

0.2

塾や参考書もたくさん存在してい

﹁これでは志望者も企業側も時

採用で重視されたスコアが高く︑

鐘を鳴らし︑ＡＩを活用したＧＲ

い人だった︒逆に︑潜在的に﹁創

●

（注）
▲はマイナス （出所）
IGS調査

る︒企業側も︑志望者の実際の性

間と労力をムダにするだけだ︒そ
左に行くほど逆になる︒

ＯＷの評価を活用すれば不幸な採

がある︒エントリーシートも︑ま

るかは疑問だ︒

うした〝お互いに不幸な採用〟が

用を防ぐことができる︑と提案を

造力﹂を持つ志望者を採用できて

業は︑そんな学生のウソを見抜け
用したい人と実際に採用した人の

業が不満を持つケースは多い︒Ｉ

ずに採用してしまう︒
差をよく理解できていない企業は

まいなままなのだ︒逆に︑学歴や

人とはどんな能力のある人なのか︑ ﹁採用した人材の印象が採用後に

ＧＳが企業の人事担当者を対象に︑

論理的思考

少なくない︒自社に迎え入れたい

この企業のケースのように︑採

いるのだ︒

ったくのウソではないにしろ志望

学歴

いなかったことも見えてくる︒つ

本質を評価しないために、
学生は企業が欲しい人物像になる ことを決め、
企業はその偽った（無理をしている）状態を
高く評価

0

本誌● 福田恵介

─ある中堅企業の採用で重視された志望者の特性─

企業が求める人材に合うように誇

●
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当初の狙いと異なる採用結果に

まり︑会社が望む採用とはまった

企業は欲しい人材像がわからない。
だから 要件定義があいまい だったり、
学歴や外見などを頼り に
せざるをえなかったりする

▲0.4
▲0.2
軽視

ようやく採用した人材が「こんなはずでは」と辞めていく。採用の
ミスマッチを防ぐために、AIによる採用支援が注目されている。

張して書く学生が多い︒そして企

●

耐性

就職関連イベントでも
人材のミスマッチは生
じうる
（写真はイメージ）

く異なる結果に終わってしまって

■ 企業も学生もお互いに不幸な採用

決断力

採用のミスマッチを防ぐ
人材採用にAIを使え
74

深層リポート
採用のミスマッチを防ぐ

撮影：尾形文繁

