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どうすればシニアが能力を発揮できる場を創り出せるのか？ 

－ウォルマート、マクドナルドに見るシニア人材活用の秘訣－ 

 

ソフィアバンク ディレクター 村田 裕之 

 

要 旨  
 

1. シニアの能力が如何なく発揮される職種の一つは、成熟したもてなしが必要な接客サービス

である。なぜならば、人生経験が豊富なシニアはマニュアルではできない豊かな応対能力を

持っているからである。 

2. したがって、接客サービスが必要な職場にシニアを積極的に活用することが、雇用者とシニ

アの双方に有益である。 

3. ただし、応対能力に優れるシニアも、実際のサービス現場に即した接客方法の習得が必要で

ある。そのために、サービス現場や内容を熟知している企業のスタッフにより、具体的なト

レーニングを受けることが重要である。 

4. 一方、このような民間主導の動きを政府が広く告知したり、表彰するなどのキャンペーンに

よる後押しが重要である。シニアの能力が有効活用されていることを政府の後押しでＰＲす

ることで、企業によい人材が集まりやすいためである。 

5. また、政府がシニアの雇用拡大に積極的な民間企業の能力開発費用を負担することもインセ

ンティブとして重要である。 

6. さらに、政府の役割として重要なのは、米国のように「雇用における年齢差別禁止法」をわ

が国でも導入することである。シニア層を対象とした求人は極めて少なく、このような法的

整備が求人機会の増大につながるからである。 
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定年退職後も働き続けたいというシニア（50
歳以上の年長者）が多い。総務庁の調査によると、

特に60歳以上の人の６割以上が70歳以上あるい

は年齢にこだわらずに働きたいという希望を持

っている（図表１）。しかも、この傾向は日本だ

けでなく、米国でも同じである。コネチカット州

立大学の最近の調査によると、退職後も働きたい

と考えているベビーブーマーは 46％に上り、パ

ートタイムでも収入を得たいと考えているベビ

ーブーマーは12％に上る。 

回
答
者
の
年
齢

問題は、いかにしてシニアが能力を発揮できる

場を創り出すかである。本稿では、主に 60 歳以

上の人が能力を発揮できる場を創出するには何

が必要かについて、ウォルマートとマクドナルド

における取り組みを中心に考察する。 

（出

 
1. 28万人ものシニアが活躍するウォルマー

ト 
 
4,150 の店舗、売上 1,900 億ドルを誇る小売業

世界最大手のウォルマートは、シニアの雇用に非

常に積極的なことで有名である。全従業員120万

人の 23％にあたる 28 万人が 55 歳以上である。

また、65 歳以上の従業員も４万３千人おり、全

従業員の3.6%にあたる。 
 

(1) 「価格の安さ」から「人によるもてなし」へ 
一週間に９千万人もの顧客を迎えるウォルマ

ートも、かつては「商品価格の安さ」を追求して

いた。しかし、これからの小売業は、単なる「商

品価格の安さ」だけでなく、「商品提供サービス

の質」が問われる時代である。このため、ウォル

マートでは「人によるもてなし」が今後の差別化

になると判断し、従来の戦略を変更した。具体的

には「グリーター」と呼ばれる専門職を小売業で

初めて全店舗に導入した。グリーターは、店舗の

出入り口を中心に、顧客の質問に応えたり、店舗

の案内をしたり、お勧めの商品を紹介する顧客サ

ービスの「よろず屋」である。グリーターは来店

する顧客が最初に接するウォルマートの人間で

ある。グリーターの応対一つでその店の印象が決

まるため、その役割は極めて重要である。店の顔

とし

んで
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図表1. 何歳くらいまで収入のある仕事をするのがよいか 

所）総務庁「中高年齢層の高齢化問題に関する意識調査」1997年 

ての「シンボリックな大使」と呼ばれるゆえ

ある。 

「顧客サービスの向上」だけでなく「若手社

員の指導役」にも 
ォルマートで採用されるシニアはグリータ

けでなく、各部門のマネジャーなど、様々な

で活躍している。 
ニア従業員の活用は、ウォルマートにとって

な人事戦略である。なぜなら仕事の経験だけ

なく、豊かな人生経験をもつシニアは、顧客

するサービスの向上のみならず、若い従業員

範としての役割も大きいためである。 
ニア向けの職業訓練や斡旋を行うＮＰＯ「グ

ンサム」主催の全米プライム・タイム賞にお

、ウォルマートは 2000 年度従業員 1,000 人

の部の最優秀賞に輝いた。シニア人材の有効

と福利厚生に注力していることが高く評価

たからである。ちなみに、ウォルマートでは、

舗のマネジャーが、ＡＡＲＰ（全米退職者協

の支部を通じてシニアのリクルート活動を行

いる。 

官民共同でシニアの雇用拡大に注力する

マクドナルド 

方、ファーストフード業界１位で、全世界で

９千もの店舗をもつマクドナルドは、障害の

人やシニアの雇用を積極的に行うなど、人材

の分野でも多方面で評価を受けている。 
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マクドナルドは、米国労働省と共同で、シニア

人材に関する継続的な調査を行っており、シニア

の人材市場についてもよく研究している。例えば、

1998年に調査した企業の約半数が、2003年まで

にシニア労働者の数を増加する計画であること

を明らかにした。 
 
(1) 官民共同で雇用機会を創出する「マクマスタ

ーズ・プログラム」 
マクドナルドは、連邦政府の予算を活用してシ

ニアの雇用機会を創出する「マクマスター・プロ

グラム」に取り組んでいる。これは 55 歳以上の

シニアを対象にマクドナルドが研修を行い、研修

終了後、マクドナルドでの雇用機会を提供するも

の。官民共同によるシニア雇用創出の仕組みであ

る。 
研修費用は、連邦政府の予算から州の高齢者雇

用機関経由でマクドナルドに供与される。また、

州の高齢者雇用機関は、マクドナルドでの就職を

希望するシニアへの呼びかけを行う。この仕組み

はもともとマクドナルドとメリーランド州政府

との共同でスタートし、その後全米に広がったも

のである。 
ちなみに、英国のスーパーマーケット・チェー

ン「テスコ」も、各地域の政府から資金を受けて

研修プログラムを行っている。シニア人材の研修

という分野では、官民がともに手を携えるスキー

ムが海外では増えている。 
 

(2) サービス現場や内容に即したトレーニングが

「カギ」 
マクマスター・プログラムでは、実際の職場に

配属される前に、マクドナルド社員の「ジョブコ

ーチ」によるガイダンスのもと、４週間の研修を

行う。ジョブコーチが教えるのは、店舗における

作業の手順や食品の調理の仕方などのほか、来店

者への接客方法などである。 
このようなシニアの雇用創出活動が評価され、

マクドナルドは 1991 年に米国厚生省から「ビジ

ネス＆エイジング・リーダーシップ賞」を受賞し

ている。 
 

3. なぜ、ウォルマートやマクドナルドでは

シニアが活躍できるのか？ 
 
これらの取り組みが成功している理由は次の

４点にまとめられる。 
第一に、接客サービスという「成熟したもてな

し（ホスピタリティ）」を提供するサービスに、

シニアが向いていること。 
第二に、シニアが接客サービスという職務にな

じみやすくなるためのトレーニングを独自の工

夫で徹底していること。 
第三に、官庁とのアライアンスを積極的に推進

していること。政府が企業のシニア人材雇用に対

する財政援助をしたり、政府関連団体が雇用増大

のためのキャンペーンを張るなど、官による後押

しを得る体制を構築している。 
第四に、法制度の整備が進んでいること。米国

では「雇用における年齢差別禁止法」により、年

齢による雇用機会の制限が法的に禁止されてい

る。このため、シニアの求人機会の絶対数が多く

なっている。 
 
(1) シニアの適性が高い接客サービス 
グリーターのようなサービスの要は「成熟した

もてなし」、つまりホスピタリティの提供である。

このホスピタリティを提供する人には、顧客に対

する気配り、ＴＰＯをわきまえた言葉使い、ちょ

っとした会話を盛り上げる広い教養、礼儀正しい

身のこなし等が求められる。 
ウォルマートがシニアの採用を積極的に行う

最大の理由は「若年層に必要な教育をしなくても、

きちんと礼儀正しく勤勉に働いてくれること」。

雇用者が、シニアが優れた人的資源であることを

高く評価しているのである。 
一方、ウォルマートやマクドナルドのグリータ

ーは、自分の職に対する満足度が極めて高い。

「家にじっとしているのは耐えられない。店では

水を飲むのも忘れてお客様と接している」「多く

の人と会話できることが何よりの生きがい」とい

った声が多くのグリーターから聞かれる。 
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(2) 独自に工夫したトレーニング方法 
ウォルマートはシニアが専門能力を高めるた

めのトレーニング・プログラムに力を入れている。

特に、グリーターの育成に関してはきめ細かく指

導する。例えば、顧客にすべきアドバイスの内容

についても「季節始めの買い物のコツは何か」

「ショッピングリストの作り方はどうするとよ

いか」「ベストな贈り物を選ぶ時にどうしたらよ

いか」等、詳細に行う。グリーターの重要な役割

は、まず、来店した顧客が何を求めているのかを

正確に知ることである。したがって、顧客の要望

を短い時間で引き出す会話術も必要となる。 
また、インターネットや衛星ビデオを活用した

ｅラーニングの環境整備にも注力し、自分の空い

ている時間に社外でトレーニングが受けられる

ような工夫をしている。というのは、シニアは一

般に各々ライフスタイルに応じた勤務形態やト

レーニング機会を望むからである。クリスマス前

には２日の休暇を求める代わりに、土日に出勤す

ることもある。このような柔軟な勤務形態を許容

することがシニアの能力発揮のポイントである

とウォルマートでは考えている。 
一方、福利厚生の充実もシニアの就業者を増や

すために重要である。ウォルマートではフルタイ

ム、パートタイムともに、確定拠出型年金401(k)
を利用でき、ストックオプションを入手すること

もできる。また、保険料金が高い米国では、医療

保険に加入できることも大きな魅力となってい

る。さらに、専門のカウンセラーに自由に相談す

ることもでき、心理的なサポートも受けられるよ

うになっている。 
 
(3) 官民のアライアンスの活用 
マクマスター・プログラムでは、「マクドナル

ドでの就業」という明確な目標があり、そのため

に必要なスキルを身につけるための研修をマク

ドナルド自身が行うが、その費用を連邦政府が援

助している。連邦政府は、マクドナルドとの協働

作業により、シニアの雇用の受け皿と能力開発の

対象職務とを一体化できる。よって連邦政府は、

確実にシニアの雇用を創出する効率のよい予算

の使い方ができる。 

(4) 進む法制度の整備 
米国では「雇用における年齢差別禁止法」（Age 

Discrimination in Employment Act）によって年

齢を理由とした雇用差別は一切禁止されている。

最初の法律は1967年に制定され、65歳までの年

齢差別を禁止したが、その後、段階的に年齢が引

き上げられ、1986 年の改正において年齢の上限

をなくし、40 歳以上のあらゆる年齢における年

齢差別を禁止するようになった。この法律がある

ために、米国企業は、年齢ではなく、仕事能力や

会社への貢献度で雇用するルールが広く浸透し

ており、シニア向けの求人機会が多くなっている。 
 
4. どうすればシニアが能力を発揮できる場

を創り出せるのか？ 
 
これらの例を参考にすると、わが国でシニアが

能力を発揮できる場を創出するには次の考え方

が重要となる。 
 

(1) シニアの能力が如何なく発揮される職種の一

つは、成熟したもてなしが必要な接客サービ

スである。なぜならば、人生経験が豊富なシ

ニアはマニュアルではできない豊かな応対能

力を持っているからである。 
(2) したがって、接客サービスが必要な職場にシ

ニアを積極的に活用することが、雇用者とシ

ニアの双方に有益である。 
(3) ただし、応対能力に優れるシニアも、実際の

サービス現場に即した接客方法の習得が必要

である。そのために、サービス現場や内容を

熟知している企業のスタッフにより、具体的

なトレーニングを受けることが重要である。 
(4) 一方、このような民間主導の動きを政府が広

く告知したり、表彰するなどのキャンペーン

による後押しが重要である。シニアの能力が

有効活用されていることを政府の後押しでＰ

Ｒすることで、企業によい人材が集まりやす

いためである。 
(5) また、政府がシニアの雇用拡大に積極的な民

間企業の能力開発費用を負担することもイン

センティブとして重要である。 
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(6) さらに、政府の役割として重要なのは、米国

のように「雇用における年齢差別禁止法」を

わが国でも導入することである。シニア層を

対象とした求人は極めて少なく、このような

法的整備が求人機会の増大につながるからで

ある。 
 
わが国でも接客サービスにシニア人材を活用

しようという動きが出てきている。例えば、アイ

エヌジーエンタープライズというホテル・旅館等

への従業員派遣を専門とする会社がある。ここで

はホテルサービス経験を持つシニアの採用と派

遣を積極的に行っており、60 歳以上の経験者を

620人登録している。ホテル・旅館でのサービス

の要もやはり「成熟したもてなし」だからである。

また、エグゼクティブを顧客とする場合、対応す

る人にもそれなりの風格や品格が求められる。ア

イエヌジーエンタープライズの派遣先のホテ

ル・旅館では、クレーム対応などに強く、質の高

いシニアホテルマンを少ない経費で雇えると好

評である。 
 
シニアによる「成熟したもてなし」を売りにす

る別の例が、板橋区に本店のある居酒屋チェーン

「心の居酒屋」である。心の居酒屋では、店内で

働く従業員のほとんどが 60 歳以上のシニア。こ

ちらはアイエヌジーエンタープライズとは異な

り、元銀行員、経理マン、踊りの先生など職務経

歴は様々である。若いバイトよりずっと熱心で、

勤務態度は極めて真面目である。 
心の居酒屋では従業員が若年の顧客に対して

子育ての相談に応じたり、子供の面倒を見たり、

訪れる顧客に対していろいろとアドバイスをし

てくれることが売りとなっている。また、働く従

業員からは「この店で働くことが私の生きがい」

「ここではお客さんと会話を楽しめる。身体が続

く限り働きたい」との声が多い。 
 
ホスピタリティ先進国フランス・パリの「ド

ゥ・マゴ」など老舗のカフェのボーイは大抵 50
歳以上のシニアである。また、「リッツ」「ジョル

ジュ・サンク」といった一流ホテルのコンシェル

ジュやボーイも同様にシニアであることが多い。

一方、日本の多くの居酒屋やファミリーレストラ

ンでは、若いバイトの「ぞんざいな」言葉使いと

「がさつな」振る舞いとで興ざめさせられること

がよくある。 
 
接客サービス業は、人生経験が豊富で成熟した

人格・品格をもつシニアにとって、かなり適性の

高い職種だといえる。しかも、この接客サービス

のスキル・技術は、いわゆる接客業や小売業のみ

ならず、幅広い業種への応用が利くものである。 
一方、シニアだからといって全ての人が接客ス

キルを持っているわけではない。ウォルマートの

グリーター育成に見られるようなサービス現場

や内容に即したトレーニングが重要である。 
わが国の現状の取り組みでは、例えば、厚生労

働省がハローワークを通じてシニアを含む中高

年向けに求人情報を提供している。また、自治体

を通じて無料のＩＴ講習や職業訓練を提供する

動きが見られる。しかし、これらの動きの対象と

なっているのは、必ずしもシニアの適性を活かす

ための職種や訓練というわけではない。また、目

標とする職種・就業先のイメージが明確でないま

ま、講習や訓練を行っている場合が多いのが実情

である。 
マクドナルドのマクマスター・プログラムに見

られるように、就業先を明確にした研修を政府が

支援する仕組みが求められる。単にＩＴ講習券を

一律にバラ撒くのではなく、例えば、心の居酒屋
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図表2. 有効求人倍率の推移 
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のようなシニアの雇用を積極的に行う企業に対

し、シニアの能力開発にかかる研修費用を政府が

支援するような「目標を明確にした支援スキー

ム」が有効である。 
そもそも、現状シニアを対象とした求人は極め

て少ない（図表２）。このため、米国のような「雇

用における年齢差別禁止法」の整備は求人機会の

増大につながるはずである。 
現状、シニアに対する求人が少ない理由として、

雇用者側に次のイメージが強いことが挙げられ

る。①雇用者の求人希望とシニアの求職希望とが

マッチしない②シニアは職務に対する能力が不

足している③シニア年長者は扱いにくい 
①については、既に述べたように、シニアの能

力が如何なく発揮される職種の一つが成熟した

もてなしが求められる接客サービスであること

から、こういった職種での求人を雇用者がさらに

積極的に行うことで徐々にミスマッチは少なく

なっていくものと思われる。また、②についても、

「高齢者＝社会的弱者」という偏見が壁になって

いる場合が多いようだが、豊富な人生経験が武器

になる職種については、シニアはむしろ高い能力

を持っていることは明らかである。さらに、③に

ついては、心の居酒屋のように、従業員ほぼ全員

が社長より年長者でありながら、それなりに経営

がうまくいっている例もある。年長者に対しての

配慮をしつつ、その能力を発揮できる環境整備に

工夫することで、円滑な人間関係を創ることがで

きるといえる。 
今後、能力と意欲のあるアクティブシニアがま

すます増加すると見込まれる中で、わが国におい

ても年齢差別禁止法の整備が、シニアの雇用創出

のみならず、企業にとっても有用となる時代がま

もなくやってくる。早急な検討が必要である。  
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