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マクドナルド

アセスメントによって顧客体験を改善し
業績向上を推進する

概要
お客様ニーズ

英国マクドナルドの採用チームは、新入
社員の選抜プロセスを顧客中心の戦略に
沿って強化し、同社の仕事への適性を備
えた人財を引き寄せ、雇用する必要があ
りました。

ソリューション

マクドナルドは IBM ソリューションを選
定し、適切な候補者をすばやく見分ける
ために設計された一連の評価テストを作
成しました。

導入効果
•

•

•

導入後 4 カ月でクルー職への応募者は
35% 減少し、マネージャー職への応
募は 50% 減少しました。これは応募
者がマクドナルドにおける仕事を十分
に理解したうえで就職を希望するよう
になったことの裏付けです。
応募者数の減少によって節約された時
間を使い、英国全土で一元化されたマ
ネージャー職評価スケジュールを確立
し運用できるようになりました。これ
によって採用手順の一貫性が高まりま
した。
新しい評価センターはマネージャー
職の採用に要する時間を 25% 短縮し、
採用者数に対する応募者数の比率をほ
ぼ 66% 低減しました。

マクドナルドはファストフード業界において世界をリードする
ファミリー向けレストラン・ブランドの 1 つです。英国全体で
1,200 軒以上のレストランを経営し、9 万 7,000 人以上の社員
を擁しています。
英国マクドナルドは、ここ数年の間に事業を拡大し、社員を増
やしてきました。今後もこの調子で拡大を続けるには、「顧客に
信頼される」社員やマネージャーが優れた顧客体験を提供する
レストランへと経営を改革する必要があります。
このような変革の実現には既存の新入社員選抜プロセスを、厳
格で顧客中心の採用戦略に基づいて強化しなければなりません。
目標は、急速に変化するビジネス・ニーズを満たせる有能な人
財を雇用することです。

課題：適切な候補者をより速く特定する

英国マクドナルドの採用チームは、国内のレストランをサポー
トするうえで重要な役割を果たしています。この拡大の時期、
マクドナルドへの応募者は記録的な数に上りました。採用プロ
セスの効率と有効性を改善する革新的な方法を見つけるという
課題が採用チームに突きつけられます。
クルーおよびカスタマー・ケアの採用枠に対して、英国全体で
毎日平均 2,000 名の応募がありました。しかし合格するのは応
募者 25 名に対して 1 名のみ。つまり、大多数の候補者はプロ
セスの各段階で不採用になっているのです。見習いマネージャー
職に至ってはこの比率がさらに高まり、150 名の応募者に対し
て 1 名しか採用されませんでした。
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採用担当者やマネージャーが不適格な候補者を短時間でふるい
にかける画期的な方法が必要です。同時に、各応募者にはその
合否にかかわらずポジティブな印象を与えなければなりません。

ソリューション：候補者の適性評価

マクドナルドの採用チームはこの課題の解決策を IBM に求めま
した。両社は 2013 年を通して全国から 150 人以上の成績優秀
な社員を集め、20 のフォーカス・グループを組織しました。こ
のフォーカス・グループからのフィードバックによって、以下
の事実が明らかになりました。
•
•

候補者の多くが当該職務に関して包括的な知識を持たないま
ま応募していた
候補者の多くがシフト制の仕事に就くことの影響、接客業と
いう職場環境、手順に従い大きなチームの一員として働くと
いう心構えについて考慮していなかった

職場での実際の体験が候補者の期待どおりであれば、満足度が
高まり自主離職の可能性は低くなります。早期の離職率が低く
なることで、企業は社員の補充コストを大幅に削減できます。
また、ある種の評価は、仕事の要件が自分の望んだ働き方に合っ
ていないと感じた候補者に、応募を取り下げるように促す効果
があります。このため応募プロセスの後半において不適格な候
補者の数が減少します。
フォーカス・グループで得られた知見をもとに、IBM のコンサ
ルタントとマクドナルドの採用チームは Realistic Job Preview
（RJP, 現 実 的 な 仕 事 情 報 の 事 前 開 示 ） お よ び Situational
Judgment (SJT, 状況判断 ) と Dependability Test（信頼性テスト）
を作成し、マクドナルドのオンライン採用システムに組み込み
ました。
これらの評価システムは、マクドナルドの期待内容、社風、価
値観、クルーやカスタマー・ケア職に求める姿勢を、候補者が
明確に理解できるように設計されています。また、候補者がク
ルー・メンバーやカスタマー・ケア・アシスタントとして職場
で体験するであろうシナリオを提示します。
RJP の終了後、候補者は即座に結果を受け取り、彼らの回答が
マクドナルドという会社および応募職種の要件にどの程度合致
しているかを知らされます。次の段階に進んだ候補者は SJT を
受験します。このテストは応募職種にとって重要と規定された
行動を評価します。候補者は SJT の合否を判定されます。
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さらに信頼性テストも受験します。候補者が持って生まれた依
存性、信頼性、指示に従う可能性を評価するために設計された
テストです。これらの結果から導かれた総合点に基づいて候補
者が次の段階に進めるか否かを判定します。

成果：最高の人財を獲得し、かつ、時間とリソー
スを節減
RJP は 2013 年 9 月に導入され、応募者数の顕著な減少が予想
されました。採用プロセスの途中で自ら適否を判断する候補者
が増えると思われたからです。応募者に対する採用者の比率も
改善されるため、マクドナルドの採用チームはその節約された
時間で、より適性を備えた人財の評価に集中できると期待して
いました。2014 年 1 月までに SJT および信頼性テストも導入
され、チームは、候補者の適性が高まり顧客体験が改善される
ので、評価のスコアもやがて上昇すると予想しました。

マクドナルドの採用チームが投資効果を実感し始めるのに長く
はかかりませんでした。導入直後からクルー職とマネージャー
職の両方で応募の次の段階に進む候補者の数が減少しました。
4 か月後にはクルー・メンバーへの応募は 35%、マネージャー
職への応募は 50% 減りました。
このように選抜するマネージャー職の応募者数が減少したこと
による時間節約は著しく、採用チームは最も適性のある候補者
の評価に集中し、全国のマネージャー職に対して一元化された
評価スケジュールを設定して運用できるようになりました。こ
の一元化された評価センターのモデルは採用手順の一貫性を高
め、上級マネージャーを増員するという「ビジネス・ニーズ」
を達成できるようになりました。
評価センターによってマネージャー職の採用に要する時間は
25% 以上短縮され、採用者数に対する応募者数の比率はほぼ
66% 低減されました。

詳細情報

よりスマートな社員の育成方法については、次のサイトをご覧
ください。
ibm.com/smarterworkforce
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