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リクルートの
価値創造ストーリー

財務資本

関係資本

知的資本

人的資本

環境資本

財務資本

関係資本

知的資本

人的資本

環境資本

INPUT

OUTCOME

OUTPUT

リクルートグループ経営理念の実現

コーポレート・ガバナンス 
コンプライアンス　｜　リスクマネジメント　｜　サステナビリティマネジメント

長期ビジョン
2030年：人材・販促グローバルNo.1 「サービス利用者数No.1」

2020年：人材領域グローバルNo.1 「雇用決定者数No.1」

企業文化

Why are you here ?
あなたは、どうしたい？

起業家精神 圧倒的な
当事者意識

個の可能性に
期待し合う場

圧倒的な
ユーザーベース

膨大な企業
クライアント数

ベストマッチングの
追求による

「不」の解決

ビジネスモデル
（リボンモデル）

ナレッジ　｜　ケーパビリティ　｜　テクノロジー
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リクルートグループは、経営理念からコーポレート・ガバナンスまで一貫した
価値創造ストーリーによって社会へ新しい価値を提供しています。この価値
創造ストーリーを継続させ、一貫性を生み出すとともに、人的資本を育み、さ
らに強固で模倣困難なものとしている源流は、ユニークな企業文化にあると
考えています。

Point ① 「経営理念の実現」がリクルートグループの目的
リクルートグループでは、「私たちは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期
待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す。」という経営理念の実
現に向けて一歩ずつ進んでいくことこそが、経営の目的であると考えています。

Point ②戦略ターゲットとしての「グローバルNo.1」
上記理念の達成のための戦略ターゲットとして、2020年には人材領域にお
いて「雇用決定者数でグローバルNo.1」、2030年には人材・販促領域双方に
おいて「サービス利用者数でグローバルNo.1」になることを掲げています。

Point ③ 「リボンモデル」により新たな価値を提供
リクルートグループのビジネスモデルは、ユーザーである個人と、クライアン
トである企業を結びつける「リボンモデル」です。一人ひとりの個人の生き方
や暮らし方の選択肢を広げ、ベストマッチングを生み出し、企業や産業界を
活性化させます。 

Point ④企業文化と事業を育む「知的資本」
「リボンモデル」は、それ自体が大きな知的資本ですが、さらにはリクルートグ
ループには50年以上継続して磨いてきたリボンモデルに紐付く事業、そして
人材と組織の活性化を生み出すさまざまなナレッジやケーパビリティがあり
ます。これらの知的資本によって事業の創造と変革を実現するとともに、企業
文化の継承を可能にしています。 

Point ⑤全てを結びつけ一貫させる基盤「企業文化」
さらに、上記の全てを結びつけ一貫させる基盤となるのが、リクルートグルー
プの独自の企業文化です。常に顧客と社会を見つめ「あなたは、どうした
い？」と問われることで、「圧倒的な当事者意識」と「起業家精神」が磨かれ、リ
ボンモデルに紐付いたナレッジやケーパビリティを引き出し、「個の可能性に
期待し合う場」によって事業として拡大再生産されていきます。 
真に私たちの競争優位が模倣困難な理由は、全てがこの独特な企業文化に
根付いているからだと私たちは考えます。

P.7 へ

P.18 へ

P.48 へ

P.53 へ

P.52 へ
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創業から57年、これまで培ってきた「クライアントとユーザー双方へのチャネ
ル」を活かし、経営理念に掲げる「一人ひとりが輝く豊かな世界の実現」に資
するため、クライアントとユーザーが出会う場（プラットフォーム）として磨き続
けているのが、リクルートグループの「リボンモデル」です。
クライアントとユーザーという2つの顧客の満足の追求が、リクルートの売上
及び利益の拡大につながるとともに、最適なマッチングによる世の中の「不」
の解消に寄与していくビジネスモデルです。

共通概念として共有することで、リクルートで働く一人ひとりの目的意識や
役割が明確になるとともに、「リボンモデル」に紐付いたナレッジの共有化や
データ活用が進めやすくなります。

リクルートグループは、創業事業である「大学生向け求人広告事業」から、人材
紹介や人材派遣といった人材領域の中での事業拡大に始まり、これら事業運
営を通じて培った各種ノウハウを活用して、ライフイベントや日常消費といった
販促領域への進出、そして現在では、海外での事業展開も加速させています。

リクルートグループが手掛ける事業領域は多岐にわたりますが、「HRテクノ
ロジー事業」、「メディア&ソリューション事業」、「人材派遣事業」ともに、クライ
アントとユーザーの最適なマッチングを追求し、社会に対して新たな価値を
提供するという考え方は共通のものです。

「リボンモデル」により
新たな価値を提供

クライアントとユーザーを結びつける
マッチングプラットフォーム

■ HRテクノロジー事業
■ メディア& 
　 ソリューション事業
■ 人材派遣事業

クライアントユーザー
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●人材・販促（海外）

事業領域を
グローバルに拡張
世界中の情報流通にリクルートグルー
プのノウハウを展開するとともに、IT
をはじめとするナレッジを還流させる
ことで、グローバルでの成長を加速さ
せている。

●販促（日常消費）

旅行や飲食、美容の
中小企業支援
ユーザーに対する鮮度の高い情報発
信とともに、ITツールの活用でクライ
アントのバックヤード業務を、集客か
ら顧客管理までサポートする体制を
構築した。

●販促（ライフイベント）

住宅や結婚の
情報を自由化
人生の大きな決断であるにも関わらず
情報が閉鎖的であったライフイベント
を、リクルートのメディアにより安心して
選べるイベントとした。

●人材メディア・人材派遣

多様な働き方を
選べる時代を創出
高度成長期の就職を支え、転職をポジ
ティブなものに変え、女性の働く機会
を広げるなど、働き方が大きく変化す
る時代のなかで、人材ビジネスの拡大
に寄与した。

創業（1960年）
全国100紙の大学新聞と契約し、企業
の採用情報を扱う専門広告代理店と
して創業。初の自社メディア「企業へ
の招待」は、縁故や紹介が中心だった
就職活動を広く開かれたものにした。

■「リボンモデル」の拡大と社会への価値創出

1960年 現在

事
業
領
域
の
拡
大
と
成
長



50

Message to stakeholders Corporate governance Who we are What we do Data section Sustainability

Who we are

■「リボンモデル」をベースとした、社外への
「顧客接点」と社内の「個人の協働」

リクルートの強さは人的資本のレベルと層の厚
さ、顧客接点の量と関係性の強さですが、その
強さの源泉となっているのが知的資本です。リク
ルートはかねてからコンピタンスの強化に継続し
て力を入れてきました。
私たちは自らのビジネスモデルを「リボンモデル」
と呼んでいます。リクルートの全てのコアコンピタ
ンスは、この「リボンモデル」に根ざしています。

「リボンモデル」とは、ユーザーとクライアントを結
びつける概念ですが、はじめに2つの「顧客接点」
からの「インサイト（不満、不便、不安など）」を捉え
ることが起点となります。最終的には顧客の「不」
の解決に向け、社内の「個人の協働」をつなげて
いくベースとなる概念です。
例えば、クライアント接点を担う営業スタッフと、
データサイエンス分野のエンジニアが共通の目
的意識を持てるのも「リボンモデル」のおかげで
すし、全体のなかで自分の位置付けが明確にな
り、さらに個々が発見した成果やナレッジを共有
する際の基盤になっているため、高いレベルでの
コミュニケーションや協働が可能になります。
また「リボンモデル」を自らの手で新しく立ち上げ
ていきたいという思いは「起業家精神」、自分で発
見した顧客のインサイトにこだわることは「圧倒的
な当事者意識」、リボンモデルとして最終的につ
なげていくために協働を進める源泉が「個の可能

性に期待し合う場」です。つまり我々の本当の強さ
は、知的資本の源流にあるリボンモデルと、企業
文化が密接に結びついていることだと思います。

■「ストーリー」をシェアすることで、挑戦の 
スタンスが共有され協働が生まれる。

リクルートはかねてから知的資本に投資してきた
と先ほど明言しましたが、その代表的なものが、従
業員のナレッジシェアの場と協働の仕組みです。
従来、ナレッジマネジメント施策として、顧客接
点の分野を中心に新サービスや新商品につな
がる成果を出した案件を選出する「TOPGUN 
AWARD」を実施してきましたが、それを2015年か
ら「FORUM」へと発展拡大させ、「顧客接点部門

（TOPGUN）」、「テクノロジー部門（ENGINE）」、
「事業開発・改善部門（GROWTH）」、「経営基盤
部門（GUARDIAN）」の4部門で展開しています。
メンバーの間でシェアされるのは、ソリューションの

「成果」や「打ち手」、「スキル」だけでなく、なぜそ
の「課題」を設定したのかということから、具体的
なソリューションに至るまでの苦労や失敗をも含
む生 し々い挑戦の「ストーリー」です。それをナレッ
ジとして共有することで、日常の仕事のなかから新
しい挑戦をしていきたい、というスタンスが共有さ
れ、メンバー同士の新たな協働の芽が生まれます。
現場では個人への期待を込めて「あなたは、どう
したい？」と問い続け、それぞれの「実現したいこ
と」への執着が、より「高い目的」を設定することに

リクルートのコアバリュー　リクルート経営コンピタンス研究所　室長インタビュー
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つながり、結果として社会を変革するようなイノ
ベーションへとつながっていくのです。

■ 世界のビジネススクールが注目する 
ユニークな存在、リクルート

株式上場以降、リクルートの「リボンモデル」は海外
の著名なビジネススクールでケーススタディ化され
ています。何人もの海外の教授たちと対話を続け
るなかで、リクルートのコンピタンスは日本発であり
ながら世界に通用するものであると確信しました。
そもそも日本でビジネスを磨き発展してきたリク
ルートは、創業メンバーがピーター・ドラッカーの
影響を受けていたことから心理学的経営を標榜
し、1960年に創業しています。創業から50年以上
経過しながらもなお平均年齢が30代前半でベン
チャースピリッツを失わず、かつ成長を続けてい
るということは、コンピタンスや仕組みや企業文
化が普遍的でありながら、独特な発展を遂げてき
た証拠だと考えています。
海外のビジネススクールから注目されているポイ
ントは「コネクト」と「ボトムアップ」です。
リクルートのリボンモデルは、価値創造モデルで

あり、社内協働モデルでもありますが、それを実
効性のあるものにしているのは経営と現場の間で
の「情報の透明性」と「共有スピード」の速さです。
つまり組織を上下左右に柔軟に「コネクト」でき
ることは、経営の意思決定の速さを生み、戦略の
変更を柔軟にし、勝ちパターンが見えた暁には、
一気呵成に実行することをも可能にしているの
です。さらにナレッジシェアの仕組みによって、ひ
とつの現場の挑戦や実験の結果を組織として戦
術化しいち早く取り入れ、さらに経営の大胆な投
資判断によってレバレッジを効かせていく。新しい

「ボトムアップ」型の経営手法であることが、現在
の環境が激変する時代の大切な競争優位につな
がっています。「0から1」のビジネスを創り出すこ
とにこだわりながらも、同時に「1を10」にしていく
ことができるリクルート。本来両立することが難し
く、矛盾する2つのマネジメントを実現できてしま
うのは、変化の速い時代に求められる新しい「ボ
トムアップ」の方法論をリクルートが持っていると
いうことの証です。そのこと自体が、リクルートが
日本的でありながら同時に世界的でもあるという
極めてユニークな存在であると評価される所以な
のかもしれません。

世界トップクラスのビジネススクールであるIESE（スペイン）やIMD（スイス）
において、リクルートの「リボンモデル」はケーススタディとしてまとめられ活
用されている。IMDによるケーススタディはThe Case Centre Awards and 
Competitions 2017を受賞。

株式会社リクルートホールディングス 
経営企画本部 サステナビリティ・PR 
リクルート経営コンピタンス研究所室長 

巻口 隆憲
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全てを結びつけ一貫させる
基盤「企業文化」

「起業家精神」
従業員一人ひとりに、若手のうちから大きな仕事に挑戦する機会を与えます。

「あなたは、どうしたい？」と問いかけ、かつ自身が担う業務について自身で
起案し、決裁責任者に説明しきることを徹底的に求めます。

「圧倒的な当事者意識」
従業員一人ひとりが自らの業務に対し当事者意識を持ち、成果へコミットす
ることを求めます。彼らの成長を、組織横断的なコミュニケーションと日々の
フィードバックを通じて支援しています。

「個の可能性に期待し合う場」
パートナーとの協業や成果を形式知として共有する「場」、成果を出した人間
が、成果を出すための秘訣や過程を同僚・部下と共有する「場」などを提供
し、より大きな成果を生み出します。

「Why are you here?（あなたは、どうしたい？）」

リクルートには創業以来の独特な企業文化があります。新しい人が入り、また
多くの人が卒業していくのに、なぜこの企業文化が続いているのか。従業員
は、リクルートの企業文化をどう感じているのか。リクルートで事業を進める
際に重視されるのは、事業創造の場面であっても、事業変革の場面であって
も、本人の「圧倒的な当事者意識」です。顧客や事業の価値に立脚し、自分の
持ち場以外のセクションでも見逃さず、問題提起する。自分がリーダーシップ
をとり、周囲をも巻き込んで実行する。こうした「圧倒的な当事者意識」を持つ
従業員同士が互いの可能性に期待し切磋琢磨していく「個の可能性に期待
し合う場」であることが、一人ひとりの「起業家精神」を徹底的に鍛えます。こ
の企業文化が歴史を重ね厚みを増していくほど他社による模倣は困難とな
り、業界における競争優位が確かなものになるのです。

「Recruit-Entrepreneurs united」より
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ナレッジ

■ ナレッジシェア、人と組織の知的資本
リクルートグループ独自の企業文化は、組織構造や人材配置、評価システム
といったさまざまな仕掛けにより醸成、維持及び強化されています。

■ NewRING
1981年、従業員の新規事業提案制度として創設された「RING（Recruit 
Innovation Group）」は、1990年に「NewRING」としてリニューアルし、全社
横断のRECRUIT VENTURESをはじめ各社でも開催されています。

過去の事業化案件例
「ゼクシィ」
「生活情報360」（現HOT PEPPER）
「受験サプリ」（現スタディサプリ）

■ FORUM
プロフェッショナルなナレッジシェアの一大イベントが「FORUM」です。新
規性と汎用性が高い最新の取り組みを共有し、リクルートグループ全体での

「新しい価値の創造」と「個人の成長の加速の役割」を担っています。専門性
により分けられた4部門で選び抜かれた案件を、本人によるTED形式のプレ
ゼンテーションや外部ゲストを招いたパネルディスカッションなどを通じて、
グループ内に広く周知します。（写真①）

FORUM 4部門参加者数（人） 2017年3月期

GROWTH FORUM
（事業開発・改善部門）

ENGINE FORUM
（テクノロジー部門）

GUARDIAN FORUM
（経営基盤部門）

TOPGUN FORUM
（顧客接点部門）

会場参加者数 798 529 426 1,079
共有会参加者数 106 - 110 156
同時中継視聴者数 904 - - 307
発表者数 13 16 8 14

企業文化と事業を育む 
「知的資本」

写真①



54

Message to stakeholders Corporate governance Who we are What we do Data section Sustainability

Who we are

ケーパビリティ

リクルートグループでは、従業員一人ひとりに「成長するチャンス」を提供する
ことを目的に、能力開発を支援するさまざまな仕組みを設けています。

● Indeed — Indeed University
世界中の新卒社員を集めてIndeed内でチャレンジングな新商品を立ち上げ
る経験をさせることで、私たちが大切にしてきたデータドリブンでの商品開発
のあり方を教えています。これはスタートして3年になるプログラムです。

● 選択型研修プログラム
従業員が「自分自身の力で成長を実現していく」ことを支援するために選択
型研修プログラムを実施しています。例えば、一人ひとりの志向やキャリアデ
ザインに合わせて、ロジカルシンキング、マーケティング、アカウンティング、
リーダーシップなどの講座に任意で申し込むことができます。

● GLOBA
海外の潮流やナレッジ、海外で活躍する人のスキル・スタンスなど、リクルー
トグループでの仕事にも取り入れたい知見を、海外有名ビジネススクール教
授やシリコンバレーで活躍する投資家などのグローバルプレイヤーから学
ぶ、短時間の社内向けセミナー「GLOBA」を開催しています。2017年3月期の
受講者数は約800人でした。（写真②）

● リクルートマネジメントソリューションズ — RMS Academy
専門性向上のための従業員の自律的な能力・キャリア開発を支援する教育
制度や、従業員の知見還元の機会となる社内講座「RMS Academy」を開催
しています。

● リクルートマネジメントソリューションズ —ナレッジグランプリ
毎年実施しているナレッジ共有大会で、従業員は誰でもエントリーが可能 
です。書類選考とプレゼンテーションによる審査を行い、最終的にゴールデン
グランプリを選出します。

● メディアの学校
WEBサイトや情報誌などさまざまなプロダクトの企画・編集を担当するメディ
アプロデュース職やITエンジニア職を対象とした講座です。メディアづくりに
必要な基礎知識から新たな技術や発想の広げ方を学ぶほか、新たなムーブ
メントを起こしてきた社内事例の共有の場にもなっています。2017年3月期の
受講者数は約1,350人でした。

写真②
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● Staffmark — Learning & Development
リーダーシップ、コンプライアンス、ソフトウェアなど、さまざまなスキルを身に
つける機会を提供しています。さらに知見を高めたい従業員のために、受講
料が戻ってくるプログラムも用意しています。

● Peoplebank — Programs for training staff
キャリアパスの確立、コーチング、セールストレーニング、リーダーシップ開発
をサポートする独自のトレーニングプログラムを提供しています。

● Chandler Macleod — Pre-employment training
トレーニング会社と共同事業を運営し、30のコースを開発しました。派遣ス
タッフにスキルを身につけてもらい、就業の準備を支援しています。

● Indeed — Indeed University
モバイルアプリ「Job Spotter」はIndeed Universityから生まれました。
これは、アプリユーザーがオフラインの求人情報の写真とGPSによる位
置情報を送ると、「Indeed」に掲載される仕組みです。リリース後、80万以
上の求人情報がアップロードされ、すでに米国の求職者の間でモバイル
クリック数で第2位になっています。（写真③）

Topics

写真③



56

Message to stakeholders Corporate governance Who we are What we do Data section Sustainability

Who we are

テクノロジー

■ テクノロジーの活用が競争優位の源泉
ビジネス展開のベースとなるテクノロジーの進化により、雑誌・フリーペー
パーに始まった紙メディアは、PC・スマートフォンなどのデジタルメディアへと
進化し、さまざまなビッグデータの取得が可能となりました。リクルートグルー
プでは、これらのデータを人工知能が学習・予測していくことで、新しい機会
の発見から、機会の実現までを最大化する次のステージを目指しています。

■ テクノロジーの進化を活用
事業：緻密な情報分析と高度なマッチング技術
リクルートテクノロジーズを中心にビッグデータ解析やAI技術の活用など、IT
を用いたさらに高精度のマッチングに向けた取り組みに注力しています。
またリクルートコミュニケーションズでは、量子コンピュータの実活用に向け
た共同研究を進めています。具体的には、WEB広告分野における広告とユー
ザーのマッチング効率を最適化するための研究や、レコメンドに代表される
機械学習手法の精度向上を企図した研究など、複数の研究プロジェクトに取
り組んでいます。

基礎研究：AI／アグリゲーションシステム／研究所
グローバル研究開発拠点の「Recruit Institute of Technology（以下「RIT」
という）」では、グローバル規模でのAI研究を加速させています。RITは米
国・シリコンバレーに開発拠点を置き、世界トップレベルの技術力を持って
破壊的ビジネスモデルの創出をグローバル規模で追求しています。2017
年6月には、データサイエンティストの分析に必要なデータ準備工程を削減
できるPythonベースのデータ統合及び準備のオープンソースエコシステム

「BigGorilla」をリリースしました。
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リクルート人工知能研究所
Recruit Institute of Technology, Inc CEO

アロン・ハレヴィ（Alon Halevy）

■ 2つの研究アプローチ

私が率いる人工知能研究所（Recruit Institute of 
Technology, Inc）では、常に「リクルートのサービ
スは5年先にどうなっているか？」を自問自答し
研究を進めています。テクノロジーのトレンド、
人々とリクルートの関わり方、そしてクライアント
に対してのサービスはどうなっていくのかを見据
え、実務的かつ革新的であるべきだと考えます。
アプローチ方法は2つあります。まず1つ目はAIが人
間のインテリジェントエージェントになること。ユー
ザーの行動データをもとに、人々の望みや将来の
行動をAIが予測し、より良い意思決定を手伝うこと
が人々の健康や幸福につながると考えています。
2つ目はデータマネジメント。データを1か所に集約
し活用することでさまざまな質問に対するソリュー
ションの予測・推測が可能になります。膨大なデー
タを収集でき、そして、私たちにはテクノロジーがあ
ります。これでユーザーをもっとハッピーにできる

のではないか？すばらしい強みだと思います。組織
横断のデータをクロス活用することでユーザーや
クライアントに対して新たな選択肢を提供でき、そ
の可能性を広げることができます。この2つのアプ
ローチが当研究所の重要かつ大きな方向性です。

■ 人生をより良くするためのテクノロジー

2017年にリリースした「BigGorilla」は、AIによる分
析に必要なデータ準備工程を軽減できるオープン
ソースエコシステムです。1年前は構想だけでした
が、すでに複数のプロジェクトで活用され成功を収
めています。より多くの企業とエコシステムを構築
し、産業界に貢献しうる技術イノベーションの創出
も可能になります。当研究所では、より遠くの将来
を見据えながら人々の人生をより良くする意義の
あるものかどうかを基準として、プロジェクト選定を
しています。理由は、テクノロジーとは人々の人生を
より良くするためにあると信じているからです。

リクルートのビジネスに、未来の可能性を見い出すテクノロジー
リクルート人工知能研究所　CEOインタビュー

RITは多国籍のメンバーからなる研究チーム。RITでは、メンバーのダイバーシ
ティの追求と互いに尊重し合うことで生まれるチームワークが重視されている。



p.58



p.58


	ボタン19: 
	Page 4624: Off
	Page 4725: Off
	Page 4826: Off
	Page 4927: Off
	Page 5028: Off
	Page 5129: Off
	Page 5230: Off
	Page 5331: Off
	Page 5432: Off
	Page 5533: Off
	Page 5634: Off
	Page 5735: Off

	ボタン21: 
	Page 4624: Off
	Page 4725: Off
	Page 4826: Off
	Page 4927: Off
	Page 5028: Off
	Page 5129: Off
	Page 5230: Off
	Page 5331: Off
	Page 5432: Off
	Page 5533: Off
	Page 5634: Off
	Page 5735: Off

	ボタン23: 
	Page 4624: Off
	Page 4725: Off
	Page 4826: Off
	Page 4927: Off
	Page 5028: Off
	Page 5129: Off
	Page 5230: Off
	Page 5331: Off
	Page 5432: Off
	Page 5533: Off
	Page 5634: Off
	Page 5735: Off

	ボタン27: 
	Page 4624: Off
	Page 4725: Off
	Page 4826: Off
	Page 4927: Off
	Page 5028: Off
	Page 5129: Off
	Page 5230: Off
	Page 5331: Off
	Page 5432: Off
	Page 5533: Off
	Page 5634: Off
	Page 5735: Off



