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卒業研究要旨 
 
 
急速な発展を遂げた IT 業界では、常に人材に関する課題があげられてきた。近年では、

IT 人材の“量的確保”より“質的側面”を重要視する傾向が強まっている。今後、IT 企業

にとって競争力強化を図る上で質の高い人材の確保が求められ、それには採用活動がます

ます重要になるといえる。だが、就職活動をする学生からは、IT 業界の労働環境を懸念す

る声や、仕事の内容がわかりにくいという意見があり、IT 企業の採用では業界のイメージ

向上が課題となっている。そこで、IT 企業が質の高い人材を獲得するためには、正しい理

解の浸透と業界の魅力を知らせる採用広報活動を行う必要があると考えた。 
 
採用広報を考えるにあたり、採用活動をビジネスの一環と捉え、マーケティングの手法

を用いて検討を行うことにした。環境分析では PEST 分析と SWOT 分析を行い、戦略策

定ではセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングの検討を行った。そして、

大学生で個人の能力は高く、IT 業界への志望度は弱から中の学生をターゲットに定め、

４P（製品、価格、チャネル、プロモーション）の戦術策定を行った。 
本研究ではプロモーションに重点を置き、「IT 業界の魅力」「求める人物像」「仕事内

容」「労働環境」に関する情報を提供し、就職支援企業が学生と企業の仲介をする新た

な採用広報活動を提案した。就職支援企業という仲介組織を設けることにより、Web
サイトや講演などイベントを用いた情報提供を行う際に、企業と学生が協同して活動を

行い、学生の意見を取り入れた情報を提供したいと考えた。仕事内容と労働環境に関し

て何が知りたいのか、何がわかりにくいかを学生の視点から指摘を受けることで、わか

りやすく紹介し、正しい理解を浸透させることができると期待する。そして、インター

ネットを用いて情報発信をするのはもちろん、大学で講演を行うなど直接的に学生に紹

介する機会を設け、業界の魅力や求める人物像についても紹介を行うことにした。 
 
この提案に対する評価を得るため、就職活動経験のある 30 名にアンケートを行った。そ

の結果は、提案内容に関心は持つが、業界・企業研究につながるような採用広報かという

点では一部低い評価があった。学生が IT 業界へ関心を持つきっかけを作ることはできたが、

仕事内容へのわかりづらさを解消につながるとは言い切れない広報戦略だという評価

となった。しかし、実際の効果から評価を得るには活動を実施が求められ、試験的にでも

活動を実施することが本研究における今後の課題といえる。 
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第１章 序論 
 
 
1.1. 研究の背景 
 
情報技術（IT）の急速な発展と利用の拡大に伴い、IT 関連業界における人材需要も飛躍

的に拡大した。そして、IT 関連業界やそこに従事する人材に対するニーズが高まるにつれ

て、IT 人材の確保や育成が、重要な課題として注目されるようになった。 
IT 業界が発展途上にあった当初では、IT 人材に対する取り組みにおいて、IT 人材の“量

的確保”が強調される傾向がみられた。しかし、現在は IT 人材の“質的側面”を重視する

方向へと変化を遂げてきた。この背景には、IT 人材が以前よりも高度化・多様化している

ことや、IT 人材の中でも、特に高度 IT 人材の不足が業界の大きな課題として認識され始め

たことなどがある。 
そのため、企業では競争力強化を図る上で質の高い人材を確保するための採用活動がま

すます重要になっている。 
 
一方、IT 業界が 3K（きつい・帰れない・給料が安い）や 7K（3K + 休暇が取れな

い・規則が厳しい・化粧がのらない・結婚できない）などと呼ばれるようになって

以来、学生からは職場に対するマイナスイメージをもたれるようになった。また、学生に

とって IT 業界は仕事の内容がわかりにくいと感じられている。報告者自身も 2010 年春に

就職活動を経験して、IT 企業の特にソフトウェア系企業は特徴の違いがわかりづらいと感

じた。その原因として、自分の生活との関わりを直接的には感じづらい、一般向け広報媒

体が少ない、専門知識がないと企業資料を見ても理解しづらい、などの理由が考えられる。 
このように、企業が学生を求める一方、学生に業界の理解が浸透していないという実態

がある。業界のマイナスイメージや仕事内容のわかりづらさなどの問題は、ある 1 社の活

動で解消できるものではないため、業界全体での取り組みが必要だと考える。現状でもあ

る程度の学生の確保を行えている大手の企業にとっても、今後採用の市場を大きくしてい

くためは、業界としての広報が求められる。 
 
 
1.2. 研究の目的  
 
本研究は、より学生の関心を集めることができる IT 企業広報を提案することを目的とし

ている。 
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企業にとって最も重要な経営資源である人材の確保のための採用活動に注目し、IT 企業

ではどのような広報活動を行うことで、学生の就職活動にマッチした採用活動をすること

ができるか考える。本研究では特定の企業へ広報を提案するのではなく、IT 業界全体へ提

案をするものとする。 
業界全体の底上げを図る採用広報を提案することで、IT 業界を志望する学生が増えれば、

企業は多様な人材の中から高度 IT 人材の確保につながる採用を行うことができる。そして、

学生が企業をよく知ることによって入社後のギャップを小さくし、ミスマッチ解消につな

がると期待する。 
 
 
1.3. 論文の構成 
本論文は全 6 章からなる。 
第 1 章では、序論として本研究を行なうにあたっての背景および目的を述べた。 
第 2 章では、企業の採用活動と学生の就職活動について現状と課題を述べる。 
第 3 章では、環境分析、戦略策定、戦術策定、消費者行動モデルをもとに、マーケティ

ング手法を用いた採用活動について述べる。 
第 4 章では、マーケティングに基づく新卒採用広報を提案し、提案した組織の概要、活

動内容について述べる。 
第 5 章では、提案に対する評価と既存の組織との比較を述べる。 
第 6 章では、評価を考察して結論を述べ、今後の課題を述べる。 
なお、参考にした文献、Web サイトなどは、注の形で巻末に示した。 
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第２章 IT 企業の採用活動と学生の就職

活動の現状 
 
 
2.1 広報における採用活動とは 
 
採用活動といえば、人事部門の業務と思われがちである。だが、就職支援企業から発表

される「人気企業ランキング」で掲載されるのは、話題性の高い企業や商品イメージの強

い企業のほか、会社の方向性を明確に提示している企業である。つまり、採用のためには

良い企業イメージの醸成と自社の活動内容の正確な伝達を目的とした、学生とのコミュニ

ケーション活動が不可欠だといえる。それには、広報活動を戦略的かつ積極的に実施する

ことが大きな影響を与える。 
広報活動は、あらゆるステークホルダーから良好な評価を獲得して企業価値を高めると

いう企業活動の目標達成において、大きな役割を担っている。そこで、企業 PR や商品 PR
を消費者などのステークホルダーに対して行うように、学生・就職希望者というステーク

ホルダーに対しても、将来の中核を担う人材確保に向けた戦略的な広報活動を行う必要が

ある。この広報活動を重要視する企業は学生から高い評価を獲得でき、求める人材の確保

につながる。しかし、逆にこれを怠れば、学生からの評価は向上しないどころが、場合に

よっては失墜ケースもあり、優秀な人材の確保は難しくなる。 
したがって、学生・就職希望者というステークホルダーから高い評価を獲得し、良好な

関係を築き上げていくためにも、採用活動における広報が果たす役割は重要なものだとい

える。1 
 
 
2.2 IT 企業の採用活動と学生の就職活動の動向 
 
2.2.1 企業における採用活動の課題 

現在の IT 業界の企業における人材に関する課題は何かを把握し、そこから採用について

はどのように課題が認識されているかを調査することにした。 
 
(1) 量から質への転換 
まず、IT 企業の人材に対する問題意識を調べた。図 2-2-1 は、2009 年に独立行政法人 情

報処理推進機構（IPA）が IT 企業 621 社に対してアンケートを行い、IT 人材に関して議

論されることの多い課題を選択肢としてあげ、IT 企業が自社の課題として感じている点を
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選択した結果である。 
結果をみると、人材に関する課題には「採用」が大きく関わっていることがわかる。従

業員規模の大きな企業では「ハイレベルな人材の育成」を最大の課題としてあげ、従業員

規模の小さな企業は、「採用における質の高い人材の確保」を多くの企業が課題としてあげ

た。また、「採用における質の高い人材の確保」が「採用における人材の量的確保」を大き

く上回り、企業の人材需要が“量”から“質”に変わっていることがわかる。 
 

 
図 2-2-1 IT人材に関するIT企業の課題（従業員規模別）2 

 

(2) 採用結果への満足度 
次に、IT 企業が採用に関して課題意識をもつなかで、実際に行われた採用に対して企業

はどのように感じているか調べた。これには、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が

IT 企業に行った調査から、2009 年度採用した人材に対する満足度を示すデータ（図 2-2-2）
を用いた。 

この結果を見ると、「満足」（「非常に満足」「概ね満足」）に対する「不満」（「非常に不満」

「やや不満」）の比率が、従業員数の少ない企業のほうが高くなっている。中小企業にとっ
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て人材は、企業の業績を左右する重要な要因になり得るため、企業が求める水準の新卒人

材確保ができるかどうかは、現在の産業全体の中でも、大きな課題の 1 つといえる。 
 

 
図 2-2-2 今年度採用した新卒人材に対する満足度（従業員規模別）2 

 

(3) 業界が取り組むべき課題 
 次に、採用に関する課題解決には業界としての取り組みも必要ではないかと考え、業界

として取り組むべき課題は何と考えられているか調べた。これには、2009 年に独立行政法

人 情報処理推進機構（IPA）が IT 企業に対して行った調査のデータ（図 2-2-3）を用いた。 
 

 
図 2-2-3 業界全体として取り組むべき課題（従業員規模別）2 

 
ここで注目したい点は、図 2-2-2 で採用された新卒人材について「概ね満足」と回答して
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いる大企業が、業界全体として取り組むべき課題では、「業界の仕事のイメージ向上」を課

題としてあげていることである。つまり、採用された人材に対する満足度は高くても、採

用活動の過程において、業界の仕事のイメージ低下に問題意識を感じている企業は多く、

業界における課題の 1 つとして認識されていることがわかる。 
 

(4) 採用に関する課題の認識 
最後に、IT 企業の採用に関する具体的な課題を調べた。ここでは、2007 年に独立行政法

人 情報処理推進機構（IPA）が「IT 人材市場動向予備調査」で行われた IT 企業向けアン

ケート調査結果（図 2-2-4）を用いた。複数回答で IT 企業は 357 社が回答している。回答

企業の 65.8％は受託開発ソフトウェア業、12.3％が情報処理サービス業、6.7％がパッケー

ジソフトウェア業などである。 
 

 
図 2-2-4 新卒採用に関するIT企業の課題 3 

 
図 2-2-3 と同様に多くの IT 企業が、新卒採用時の課題として、「業界の仕事のイメージが

良くない」と考えていることがわかる。その原因の 1 つとして、情報サービス産業の仕事

は、プロジェクトマネージャーやコンサルタントなども含めると非常に幅広いのに、学生

は、未だにプログラマのイメージを強くもっていることなどが考えられる。 
また、学生と直接的な関わりが少ないことや、一般向け広報活動が少ないことから、「企

業の知名度が低い」「学生が仕事の内容をあまり知らない」という課題が生じているのでは

ないかと考える。 
そこで、今後、業界としては、学生に対する仕事内容の周知・理解度向上に向けた取り

組みが求められる。 
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2.2.2 企業の採用サイトについて 

採用における質の高い人材の確保を課題としている中小企業は多く、新卒人材に対する

満足度も低かった。中小企業が思うように人材を採用できない原因の 1 つに、中小企業の

Web サイトが関係するのではないかと考える。 
中小企業の場合、会社の存在自体が知られていないという知名度の問題もあるが、最近

では就職情報サイトなど企業を知ってもらう有力なツールが存在する。そのため、就職情

報サイトなどで自社を知ってくれた人に、情報を提供するという意味でも企業サイトを活

用していく必要がある。 
そこで、企業の採用サイトに注目してみる。実際に中小企業と大企業の採用サイトを比

較すると質の違いは明らかである。大企業はデザイン性が高く、コンテンツも豊富だが、

中小企業の採用サイトは全体的にさみしい印象を受けることが多い。企業によっては採用

情報の掲載ページには募集要項しか載っていないところもある。予算がない、人が少ない、

現場の協力が得られない、経営者の理解がない、など理由はいくつも推測できるが、きち

んとした採用サイトを設置することは現在の採用活動において重要なことである。もし軽

視している場合は、学生が就職情報サイトで企業と出合っても、あまり丁寧に作成されて

いない企業の採用サイトを見てそのまま逃げてしまっている可能性は高い。4 
 
 
2.3 学生における就職活動の現状 
ここまでは企業側から採用活動についてみてきたが、ここからは学生側の就職活動へ焦

点を当てていく。 
 

2.3.1 IT 業界への就職活動  

学生の就職活動の流れとともに、IT 企業を志望する場合の特徴について紹介する。企業

ごとに内定までのステップは異なるが、一般的な流れとして図 2-3-1 を示す。 
 

 

図 2-3-1 内定までの主な流れ 
 
学生は就職活動を始めるにあたり、まず自己分析と業界・企業研究に取り組む。業界・

企業研究の方法は大きく分けて二つある。一つは OB や OG から直接話を聞く方法である。

仕事の内容や職場の雰囲気などを含め、企業のことを詳しく知るためには最善の方法と言



14 
 

えるだろう。しかし、OB や OG がいる企業となると数は非常に限られてしまう。 
 そこで、できるだけ選択範囲を広げて探す方法として、Webサイトや入社案内、就職雑誌

などがある。そのなかでも、インターネットが重要なツールとなった今日では、リクナビ 5

やマイナビ 6に代表される就職情報サイトが非常に重視されている。複数の企業を比較した

り、選択肢を絞り込んで検索したりできる就職情報サイトは、就職活動を行う学生にとっ

て利便性が高いツールだといえる。7 最近では、みんなの就職活動日記 8や 2 ちゃんねる 9な

どの情報共有サイトを利用して情報の入手や共有をする学生も多い。 
  
         表 2-3-1 就職活動の情報源 

 

 
そして、志望企業を見つけたらセミナーや会社説明会に参加し、選考を受けたいと思え

ば履歴書やエントリーシートを提出し、面接に進む。IT企業の選考の特徴としては、エン

トリーシートや面接でのやりとりで、IT系各社の特色の違いを理解しているか、SEの仕事

内容を理解しているか、他社のSEとの仕事内容の違いを把握できているか、そのうえで志

望動機を語れているか、といった点を細かく質問される。つまり、IT業界志望者は、業界

研究と企業研究をしっかり行い、同業他社と差別化した志望動機を練り上げる必要がある。

特に企業研究には、仕事内容にまで掘り下げた「職種研究」も望まれているといえる。10 
しかし、企業側が学生に綿密な業界研究と企業研究を望む一方、学生は IT 業界や企業を

研究することに難しさを感じる。特に専攻が情報系でない学生にとって業界の構造や用語

を理解していくことは容易なことではない。就職活動をする学生向けにわかりやすく業界

を紹介する Web サイト等はあるものの、さらに各企業を調べて同業他社と差別化できるよ

うになるまで理解を深めるとなると、学生にとって障壁は高いといえる。 
 
2.3.2 インターネットを利用した就職活動の課題 

インターネットを利用した就職活動に関して、最近では問題も生じている。インターネ

•企業サイト 

•就職情報サイト（リクナビ、マイナビ 等） 

•情報共有サイト（みんなの就職活動日記、2ちゃんねる 等） 

インターネットを利用した情報入手 

•就職情報誌 

•就職関連イベント 

•入社案内・会社案内 

•OB/OG訪問 

•就職支援室 

•友人、知人との情報交換 

その他の情報入手 
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ットによる自由応募では、気軽に応募できることから 1 人の学生が 100 社以上に応募する

のも珍しくない。それにより、人気業種や有名企業には志望動機も定まらない応募者が殺

到する。特定の学生に内定が集中する一方で、面接に至る過程で人材を取りこぼしている

可能性もある。学生の就職活動は早期化・長期化し、大手企業は押し寄せる応募者の中か

ら人材を見極めきれず、企業と学生を橋渡しするネット応募がミスマッチの拡大と就職難

に拍車をかけている側面がある。11 
 
 
2.4 学生向けアンケート調査 
本研究では就職活動の実態の把握と本研究の提案に対する意見を収集する目的でアンケ

ート調査を行った。実施したアンケート用紙の様式については付録に示している。 
調査内容は大きく以下の 3 点に分類される。 
• インターネットを利用した大学生の就職活動に関する質問 
• IT 業界を志望した大学生の就職活動に関する質問 
• 本研究の提案に対する意見 
 
今回の調査は就職活動を経験した人を対象とし、静岡大学の 3 年生、4 年生、大学院 1

年生の学生と、社会人 1 年目の人に協力を依頼し、30 名から回答を得た。 
学生は、IT 業界の企業へ就職に内定した者が 12 名、IT 業界の企業へエントリー経験は

あるが他業界の企業に内定もしくは就職活動中の者が 12 名、IT 業界の企業へエントリー経

験もなく他業界に内定もしくは就職活動中の者 4 名である。 
社会人は IT 企業に勤める者が 1 名、IT 企業へエントリー経験はあるが他業界の企業に勤

める者が 1 名である 
 
以下に調査結果を示す。なお、設問項目Ⅱの本研究の提案に対する意見については、第 5

章で結果を示すこととする。 
 

2.4.1 インターネットを利用した就職活動に関する質問 

(1) 就職情報サイトへの不満 
まず、現在の就職情報サイトの問題点を調べるため、就職情報サイトについて大学生か

ら意見を聞くことにした。アンケートでは、就職情報サイトに不満を感じたことはあるか

という問いに対して、就職活動を経験した 30 名の回答は、「ある」「少しある」と「ない」

「あまりない」では約半々という結果になった（図 2-4-1 参照）。 
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図 2-4-1 就職情報サイトへの不満 

 
就職情報サイトに不満を感じた学生の意見から、提供される情報は豊富で良いが、時に

量の多さが学生を困らせているという現状がうかがえた。学生の意見を一部紹介する。 
• 条件を絞らないと受信メールの数が多すぎて、かえって自分に有益な情報を見逃し

てしまう 
• 説明会の参加など就活サイトを介して行なわれるため、サイトが気になって授業に

集中できなかった 
• 情報が多いのはいいが、雑な配置だと思う 

   
(2) 企業サイトのイメージが与える応募意欲への影響 
 企業ごとに質が異なる Web サイトに注目し、学生が企業サイトを閲覧した際に、サイト

のイメージが与える就職活動への影響を調査した。企業サイトのつくりは自身の就職活動

（応募意欲）に影響を与えるかという問いに対し、就職活動を経験した 30 名の回答は、10
名が「与える」12 名が「少し与える」と回答した（図 2-4-2 参照）。 
 

 
図 2-4-2 企業サイトのイメージが与える応募意欲への影響 
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少なからず影響を受ける学生は２／３以上となり、採用活動を積極的に行う企業ならば

サイトのつくりを重要視すべきである。サイトの情報量が少なかったり、デザインが雑だ

ったりする場合、サイトを見ただけでその企業への興味が失われ、応募へつながらないこ

ともあると考える。 
 
(3) 就職情報サイトや企業サイトの情報量の過不足 

就職活動の情報収集で就職情報サイトや企業サイトを利用する学生は多いが、実際に企

業研究を行う際に欲しい情報を入手できているのか確かめるため、サイトの情報量に関す

る質問をした。説明会や選考に進む前に企業の社風を知ろうとした時に現在の就職情報サ

イトや企業サイトからの情報で十分だと思うか、という問いに対し、就職活動を経験した

30 名の回答者のうち半数以上が「思わない」もしくは「あまり思わないと」と回答した。

企業は学生に企業研究を求める一方、学生は企業からの情報提供に不足を感じていること

がわかった（図 2-4-3 参照）。 
 

 
図 2-4-3 就職情報サイト・企業サイトの情報量の過不足 

 
上記の質問で「思わない」「あまり思わないと」と回答した人に対して、どんな情報が欲

しいと思うかと質問したところ、下記のような意見を得ることができた。企業の実情と社

員の本音を知りたいという意見が多く、企業が掲載する情報に工夫が求められている。 
• 社内でどのようにステップアップしていくか。仕事内容の変化、給与の変化 
• 社員による社風に関する口コミ 
• あらゆる部署の社員の声や、その企業を客観的に評価した外部の声 
• 企業にとっては不利益になる可能性もある情報 
• 働いている人の雰囲気や考え方、同業種他社との違い 
• 離職率、定着率、求められる知識の分野、残業時間 
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続いて、就職情報サイトや企業サイトからの情報で十分だと「思う」「少し思う」「どち

らともいえない」と答えた回答者に対し、特に役に立ったものはどんなものか質問したと

ころ、以下のような意見を得ることができた。 
• 企業の福利厚生などの基本情報、代表の blog 掲載 
• 先輩社員の、その会社を選んだ理由等のコメント 
• 社風や企業の特徴の欄 
• 先輩の声、企業からのメッセージなど 

 
(4) 企業との交流意欲 
 最後に、就職情報サイトや企業サイトから得る情報は大量にあるものの、学生から情報

を企業へ届けたいという願望はないのか調査をした。アンケートでは、一方的に企業情報

を受け取るだけではなく、サイトや大学を通じて企業に対して自分からも情報を発信した

り交流を持ったりしたいと思うかという問いを行ったところ、就職活動を経験した 30 名の

回答は、「あまり思わない」が 11 名、「思う」「少し思う」が 13 名で約半々の結果となった

（図 2-4-4 参照）。 

 
図 2-4-4 企業との交流意欲 

  
 就職活動で有利になるように企業へ情報を発信したり交流をもったりしたい学生は多い

のではないかと考えていたが、今回のアンケートから消極的な学生も多いとわかった。 
 
2.4.2 IT 業界を志望した大学生の就職活動に関する質問 

(1) IT 業界の企業研究をする難しさ 
IT 企業側が学生に綿密な業界研究と企業研究を望む一方、IT 業界を志望する大学生は、

業界研究や企業研究に対してどのように感じているのか調査をした。アンケートでは、IT
系企業の企業研究をすることに難しさを感じたことはあるかという問いを行った。これに

対し、IT 業界の企業へエントリー経験のある 26 名の回答は、13 名が「ある」5 名が「少

しある」と回答した（図 2-4-5 参照）。 
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具体的な意見として、「SE の仕事のどの範囲までを行うのかがわからない（上流~下流）」、

「IT 企業の中でも業務内容が多種多様だったため、自分が希望する仕事が出来る企業がど

こなのか調べるのは大変だった」、「「SE」と職種に表記されていても企業ごとに仕事内容が

違ったりする」などが挙げられた。 
これらから、仕事内容にわかりづらさを感じている学生が多く、明確な紹介が求めてい

ることがわかる。 

 
図 2-4-5  IT 業界の企業研究をする難しさ 

 
(2) IT 企業に関する情報源 

IT 業界の企業は CM や広告など一般向け広報が少ないので、学生はどのように志望企業

を探しているのか調べ、情報入手源を明らかにすることにした。対象は IT 業界の企業へエ

ントリー経験のある 26 名で、IT 系企業にエントリーするにあたり、企業選びはどのように

行ったかという質問を選択式の複数回答で行った。一番多かったのは「就活サイトで検索」

（23 名）で、次に「就活イベント」（19 名）であった。「就活イベント」には、就職支援企

業の「就活サイト」で開催の告知がされるものも含まれることから、就職活動において就

活サイト（就職情報サイト）は大きな情報源になっていることがわかった（図 2-4-6 参照）。 
 

 
図 2-4-6 IT 企業に関する情報源 
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2.4.3 その他 

(1) 大学で IT 企業に勤める人による講演があるとしたら、どのような場合に参加したいと

思うか、開催経路、学年、内容のそれぞれについて意見を聞いた。回答者は就職活動

を経験した 30 名で、複数回答で調査した。 
 

 
図 2-4-7 講演会の開催経路 

 

 
図 2-4-8 講演会を聴く学年 

 

 
図 2-4-9 講演会の内容 

 
授業の一環であれば、受講する学生は必ず聴くことになり、なおかつ単位にもなるとい

うメリットがある。学年としては就職活動にとりかかる 3 年生が最も多く、次に就職活動

を意識し始める 2 年生が多かった。講演の内容についてはほぼ同数であった（図 2-4-7、図

2-4-8、図 2-4-9 参照）。 
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(2) 自由記入欄でインターネットを利用した就職活動について良い点・悪い点など感じた

ことについて記入をお願いした。寄せられた意見の一部を紹介する。 
＜良い点＞ 
• 簡単に多くの情報を得られる 
• 情報が家で見られるので、好きな時間に情報収集できる 
• 企業検索や、エントリーなどが容易にできる 
＜悪い点＞ 
• 実際に足を運ぶ機会が減るので、就職活動に対する意識は低下してしまうと思う 
• 情報があふれているので受け身になりやすいと思う 
• 説明会予約が取りにくい。説明会などの予約が志望度より運となってしまう 
• 掲示板などを利用して、企業に対する不満などを言い合うのは、良くないと思った 
• ネット上の他の就活生の動向等が、気になる 

  
 やはり、手軽に多くの情報をできることは大きな利点だといえる。しかし、手軽になっ

た分、問題も生じている。その 1 つとして、自分から行動していくという意識の低下につ

ながっているという意見があった。そして、誰もが簡単に応募できるため、説明会の予約

が取りにくいなどの問題が起きている。 
 今回集まった意見の中で、「掲示板などを利用」、「ネット上の他の就活生の動向」という

言葉があったが、就職活動にインターネットが普及したことにより、就職活動を行う学生

同士の意見交換がネットで活発に行われるようになった。これは、就職活動を行う学生が、

同じ立場にいる全国の学生から情報を求めているからだと考える。従来の情報源に、情報

共有サイトからの就職活動に関する情報が加わり、情報の多様化が進んでいる。 
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第３章 マーケティング手法を用いた採

用活動の戦略策定 
 
 
3.1 マーケティングとは何か 
マーケティングとは人間や社会のニーズを見極めてそれに応えることである。マーケテ

ィングを最も短い言葉で定義すれば「ニーズに応えて利益を上げること」となるだろう。

私たちが日々生活する中でも、至る所にマーケティングに基づくビジネスが行われており、

マーケティングの下準備を徹底的にすることが、企業が市場や環境の変化に適合し存続す

るためには非常に重要である。 
アメリカ・マーケティング協会（AMA）は、「マーケティングとは、顧客に向けて価値を

創造、伝達、提供し、組織および組織をとりまくステークホルダーに有益となるよう顧客

との関係性をマネジメントする組織の機能および一連のプロセスである」と定義をしてい

る。12 
 
3.2 採用活動へのマーケティング手法の適用 
一般的には、企業が消費者の好みに合う製品やサービスを販売するなどの企業活動にお

いてマーケティングが用いられる。しかし、本研究においてはマーケティングの対象を採

用活動とし、学生を消費者と考えることで、採用に関わる広報活動の検討に用いることに

した（図 3-2-1）。より学生のニーズに応えた採用活動の展開により人材を確保し、企業の

価値を高めていくことになると考える。 
 

 

図 3-2-1 採用活動へのマーケティング手法の適用 
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このマーケティングでは、ある 1 つの企業の採用活動をマーケティングするのではなく、

IT 業界全体としてどのような採用活動を行うとよいかを考えていく。IT 業界、特に日本の

IT 業界において、この業界に就職しようとする学生に対して、何を魅力とすべきか、また

それをどう伝えていくべきかを、マーケティングのフレームワークに基づいて分析する。

本研究では、「環境分析」「戦略策定」「戦術策定」の順にステップを踏んでいく（図 3-2-2）。 
 

 
図 3-2-2 マーケティングの手順 

 
まず初めに、「環境分析」では PEST 分析と SWOT 分析を用いて、IT 業界の企業を取り

巻く環境を分析する。PEST 分析では、IT 業界を取り巻くマクロ環境のうち、現在ないし

将来の事業活動に影響を及ぼす可能性のある要素を把握するため、Politics（政治面）、

Economy（経済面）、Society（社会面）、Technology（技術面）という 4 つの分野から影響

度や変化を分析する。SWOT 分析では IT 業界の内部環境と外部環境について分析する。内

部環境を Strengths（強み）と Weaknesses（弱み）に、外部環境を Opportunities（機会）

と Threats（脅威）に分けることで、業界の置かれている環境と業界内の状況を把握する。 
 

 次に「戦略策定」では、環境分析の結果を踏まえ、より学生の関心をあつめることがで

きる採用活動を実現するための最も効果的なプランを策定する。ここでは、セグメンテー

ション、ターゲティング、ポジショニングを行う。 
セグメンテーション（市場細分化）とは、市場を共通の特徴を備えたグループ（セグメ

ント）に分けることで、今回は学生の特徴ごとにグループ分けを行う。 
ターゲッティングでは、このセグメンテーションをもとに、それぞれのセグメントを吟

味して、IT 業界の企業にとって魅力的な標的市場に絞り込む。 
そして、標的市場（ターゲットとする学生）の心の中に、IT 業界のイメージを明確に位

置付ける作業であるポジショニングを行う。競合する業界に対する優位性を得るためには、

標的市場に対して「なぜ IT 業界なのか」という理由づけを行うことが重要となる。 
 
最後に、戦略を達成するための施策を「戦術策定」で決定する。「戦略策定」では、４P

と呼ばれる製品（Product）、価格（Price）、チャネル（Place）、プロモーション（Promotion）
の策定を行う。IT 業界の企業がターゲットに対しマーケティングの目的を達成するために、

４P を最適に組み合わせた戦術を検討していく。 
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製品には、有形財のものもあれば、ソフト、サービス、イベント、情報など無形財のも

のもある。本研究では、IT 業界の魅力を製品の機能とし、その値を上げるための方法を考

察する。 
価格には、「品物の価値を表す指標」や「顧客が支払うだけの金額」など様々な表現方法

があるが、価格をマーケティング要素とみなしたときに、価格のみが収益を生み出すもの

だといわれている。そこで、本研究では、企業が消費者にお金を求めるように、企業が学

生に求めるものを「価格」と定義する。 
チャネルとは、製品やサービスが生産された後の流通経路であり、製品やサービスが消

費者に到達するまでのプロセスに関わる相互依存的な組織集団のことである。本研究では、

大学生が IT 業界へ就業しようとしたときのアクセスの容易さと、IT 業界を詳しく知る機会

や試験的に参加する機会（インターンシップなど）があるか検討する。 
プロモーションとは、製品の内容を消費者に的確に伝える全ての活動である。本研究で

は学生にIT業界の魅力を伝えていく活動方法の検討を行う。13 
 
 
3.3 IT 業界の新卒採用に関する環境分析 
3.3.1 PEST 分析 

学生のマクロな就業動向、ＩＴ企業のマクロな採用動向をつかむ目的として、学生の就

職活動と IT 企業の採用活動を焦点に動向を確認していく。マクロ環境を分析し、それぞれ

の環境におけるトレンドを見極めることがビジネスチャンスを生み出すきっかけとなる。 
 
表 3-3-1 PEST 分析 

 
学生の就業動向 IT 企業の採用動向 

P（政治的） 雇用対策 
経済産業省による高度IT人材育

成の推進 14 

E（経済的） 
景気低迷により、企業が採用を

縮小 
経済不況によるユーザーのIT投
資抑制が採用枠にも影響 15 

S（社会的） 
就職難（就職活動の早期化・長

期化） 
質の高い人材の確保 

T（技術的） 就職情報サイトの充実 情報提供ツールの充実  

 
まず、学生の就業動向としては、近年の景気低迷による就職難が大きな問題となってい

る。厚生労働省と文部科学省の調査によると 2011 年卒業予定の大学生の 10 月 1 日時点の

就職内定率は 47.6％と前年同期に比べ 4.9 ポイント減少。2003 年度(60.2%)を下回る過去
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最低になった。 
そして、就職活動の早期化や長期化、就職浪人などが問題として取り上げられ、社会的

な対応が求められている。政府は 9 月に閣議決定した経済対策に総額 250 億の新卒者雇用

緊急対策を盛り込んでいる。16 中小企業が若年者を試験的に受け入れるための助成金など

総額 1750 億円の雇用促進事業も実施されている。17  
就業動向の技術的な面では、就職情報サイト（リクナビなど）が充実したことで、情報

収集や応募が容易になったという利点もある一方、常にサイトのチェックに追われるなど

のマイナス面もある。 
 
次に、IT 企業の採用活動では、徐々に質の高い人材の確保が重要視されてきている。以

前は量的な人材不足が叫ばれることが多かったが、最近では高度 IT 人材育成に向けた人材

の確保への取り組みを行う企業が増えてきた。経済産業省の高度 IT 人材の具体化（キャリ

アとスキル）の可視化、共有化を求める動きから、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）

を中心に「IT スキル標準」の普及が行われている。 
 技術的な面では、就職情報サイトや自社採用サイトを含む情報提供ツールの充実により、

多くの学生に宣伝する機会が増えた。だが、不景気も影響してサイトには莫大なエントリ

ーが寄せられるなど、対応が難しくなっている。 
  
3.3.2 SWOT 分析 

本研究では、IT 業界の置かれている環境と業界内の状況の把握を行う（表 3-3-2）。内部

環境では、IT 業界の魅力となる強みは何か、IT 業界の魅力を低下させている弱みは何かを

分析する。外部環境は、IT 業界の魅力を上下させる社会環境の変化や、ライバルとなる他

業界の魅力の変化などを分析する。 
 

表 3-3-2 SWOT 分析 
S（強み） 
・技術やスキルが身につく 
・将来性がある 
・社会貢献度が高い仕事である 
・実力本位で仕事が任せられる 

W（弱み） 
・3K や 7K という労働問題が注目され

がちである 
・仕事内容が理解されづらい 
・広告・宣伝活動が不足している 

O（機会） 
・他産業の IT 化が進んでいる 
・IT への注目が高まっている 

T（脅威） 
・景気が低迷している 
・若者の安定志向が高まっている 
・海外企業への人材流出 または アジア

の優秀な人材が日本企業に来ない 
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(1) 内部環境（強み・弱み） 
図 3-3-1 は、2009 年に情報処理推進機構（IPA）が IT 企業で働いている者 1000 名を対

象に行った「IT 人材個人のキャリア意識に関する調査」のなかで、「他業種の仕事と比較し

て、IT に関する仕事の魅力とは、どのようなものだと思うか」という設問に対する回答の

データである。「技術やスキルが身につく」が 54.3%で最も多く、続いて「これからもずっ

と必要とされる仕事である」が 35.4%、「社会を支える重要な仕事である」が 26.9%であっ

た。 

 
図 3-3-1 IT 関連業務の魅力 2 

 
また、図 3-3-2 は 2008 年に情報処理推進機構（IPA）が大学 3 年生以上の学生計 600 名

（情報系 200 名、情報系以外の理系 200 名、文系・その他 200 名）を対象に行った産業の

イメージ調査のデータである。IT・情報サービス・ソフトウェアは「仕事やスキルが身に

つく」と「夢がある」で 1 位だった。この 2 つの調査から、IT 業界の強みは「技術やスキ

ルが身につく」、「将来性がある」、「社会貢献度が高い仕事である」と考える。 
しかし、IT・情報サービス・ソフトウェアは「仕事がきつい」で 2 位となり、仕事に対

するマイナスイメージを抱いている学生が多いことがわかった。さらに、「仕事内容がわか

りやすい」では 24 に分類された産業中 20 位だった。他産業と比較して、IT に関する仕事

は、「仕事の内容がわかりにくい」と考えられていることが明らかになっており、これらの

点が IT 業界の弱みだと考える。 
 
(2) 外部環境（機会・脅威） 
新しい技術が開発され、IT へ注目が集まることや、他産業の IT 化が進むことにより、IT

企業の仕事も増え、IT 業界の魅力を高める機会になる。そして、生活の様々な場面に IT が

浸透することで学生にとっても身近なものになると考える。 
しかし、IT 業界の労働問題への懸念や、景気の低迷も関係し、より身近な業界や公官や
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インフラなどの安定した業界に注目が集まる厳しい状況といえる。また、IT 業界内におい

ても、海外企業へ人材が流出する、またはアジアの優秀な人材が日本企業に興味を示さな

いという傾向がある。 
 

 

  
図 3-3-2 産業のイメージ 3 
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3.4 IT 業界の新卒採用に関する戦略策定 
環境分析の結果を踏まえ、目標を達成するためのプランとしてセグメンテーション、タ

ーゲティング、ポジショニングの戦略策定を行う。ここでいう戦略とは、企業のミッショ

ン（使命）および具体的な目標を最も早く達成するために立てる長期的かつ高度なプラン

のことである。 

 

3.4.1 学生のセグメンテーション 

セグメンテーション（市場細分化）では、市場を共通の特徴を備えたグループ（セグメ

ント）に分ける。これにより、IT 業界の企業に適した学生を絞り込む。 

 

表 3-4-1 学生の細分化変数 

地理的変数 都市、地方 

デモグラフィック変数 

男性、女性 

高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生 

情報系（情報工学・情報科学系）、非情報系（情報系以

外の理系・文系・その他） 

サイコグラフィック変数 

専門スキルがある / コミュニケーション能力が高い / 

論的理思考力が高い / 行動力がある / リーダーシ

ップをとれる / 人間性・能力のバランスが良い 

行動変数 
IT 業界志望強い、弱い 

IT 業界との接触が多い、少ない 

 
サイコグラフィック変数とは、消費者の心理面や性格の特徴、ライフスタイル、価値観

に基づいて購買者をグループ分けすることである。採用活動における学生のサイコグラフ

ィック特性は様々考えられるが、今回は企業が求めると考えられる学生の特性を挙げるこ

とにした。2009 年に情報処理推進機構（IPA）が IT 企業 621 社を対象に行った調査で、「今

後 10 年間に重要となるスキル」について質問をした結果（図 3-4-1、図 3-4-2）に基づきま

とめた。グラフの項目は社会人として求められるスキルであるが、このスキルを獲得でき

る素質として、学生の段階でもつ特性に置き換えた。 
IT 企業では第一に技術面のスキルが求められることから、「専門スキルがある」と表記し

た。そして、技術面以外で 74.7%と最も高かった「コミュニケーション能力」は学生にも

求められると考える。次に高い 71.3%の「プロジェクトマネジメント能力」は「論理的思

考力が高い」と置き換えた。そのほか、46.7%の「リーダーシップ」、総合的にこれらを達

成するために必要な「行動力」、「人間性・能力のバランス」を挙げた。 
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図 3-4-1 今後 10 年間に必要となるスキル（技術面）3 
 

 

図 3-4-2 今後 10 年間に必要となるスキル（技術面以外）3 
 
3.4.2 学生のターゲッティング 

セグメンテーションをもとに、IT 業界の企業にとって魅力的な標的市場に絞り込んでい

く。今回は新卒学生のセグメントから「大学生」を選択した。さらなるターゲットの区分

として、「IT 業界への志望度」を選択し、ターゲットを「素質の力は高く」、「志望度は弱か

ら中」の層に定めた。選定理由として、「大学生」は新卒採用市場において、最も大きな市

場だからである。志望度としては、IT 産業に少しでも興味があるという学生をいかに呼び

込めるかが人材の多様性につながると考えるためである。もともと志望度が強い学生は自

らの意思で情報を集め、将来に向けた意欲的な活動をしていると予想し、志望度が弱から

中の業界のことを詳しくは知らないが、少しは興味があるという学生を振り向かせていき
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たい。 
そして、サイコグラフィック変数から、求める学生の特性を「コミュニケーション能力」

「論理的思考力」「リーダーシップ」とし、ターゲットとする。図 3-4-3 では、サイコグラ

フィック変数を「IT 企業が学生に求める素質の高さ」と表記した。 
3 つの素質の選出理由を説明する。まず、ITの仕事はコンピュータと向き合う仕事という

イメージをもたれやすいが、プロジェクトの成功には、顧客と直接向き合って折衝や交渉

を行い、チームとコミュニケーションをはかりながら仕事を円滑に進める必要がある。ま

た、開発サイトの状況やシステム仕様を把握するには論理的思考力が求められる。そして、

将来、企業の中心的な人材になるためにはリーダーシップが重要であると考える。18 
 

 

図 3-4-3 新卒採用における大学生のターゲット層 
 
また、用いなかった区分として、地域、性別、専攻、IT 業界との接触がある。今回は、

それらを区別せず、本人の志望する意思や素質など、採用時に重視される個人の内面を注

目していくものとした。図 3-4-4 は、2009 年に情報処理推進機構（IPA）が IT 企業 376 社

に対し、「IT 人材として情報系専攻の人材を積極的に採用していますか」という設問をした

結果である。このデータを見ても、他の専攻と区別していないという企業が多い。このこ

とからも、採用には学生の置かれている状況については区別しないこととする。 

 
図 3-4-4 情報系専攻学生の採用（従業員規模別）2 
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3.4.3 IT 業界のポジショニング 

ここからは、IT 業界のアピールポイントを明確に学生にイメージさせるために重要なポ

ジショニングを行う。そして、業界の比較として「ポジション」、「ライバルとなる業界」、

「ライバル業界との差別化要因」は何かを分析する。 
 
(1) ポジションとは 

「ポジション」とは、企業がターゲット市場で占める地位（市場地位、マーケットポジ

ション）のことで、この分類にはリーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャーの 4
つのタイプがある。これらは個々の市場地位別の戦略をとる必要がある。 

 
リーダーとは、最大の市場シェアを保有する企業である。リーダーは基本的に次に 3 つ

の方向が考えられる。 
① 市場全体の拡大：市場全体を大きくする 
② シェア防衛：現在のシェアを維持・防衛する 
③ シェア拡大：現在のシェアをさらに拡大する 

 
マーケット・リーダーでなく 2 番手企業あるいは追走企業であり、市場シェアを拡大す

べく積極果敢にリーダーなどの競合他社を攻撃する企業をチャレンジャーという。チャレ

ンジャーは攻撃対象と目的を明確にし、次の 5 つのような攻撃を行うことができる。 
① 正面攻撃：相手企業の製品、広告、価格、流通に張り合う 
② 側面攻撃：敵がうまく対応していない地域へ対応する。または放置されている市

場のニーズへ対応する。 
③ 包囲攻撃：電撃戦によって敵陣のかなりの部分を獲得し用とする作戦 
④ 迂回攻撃：敵を迂回して、より容易な市場を攻撃し、自社資源の基盤を広げる 
⑤ ゲリラ攻撃：小規模で断続的な攻撃を仕掛け、相手を悩ませ士気を喪失させ、最

終的に永続的な足場を確保する 
 
2 番手企業あるいは追走企業ではあるが協調して波風を立てない企業をフォロワーとい

う。フォロワーの一般的戦略は 4 つある。 
① カウンターフィルター：リーダーの製品やパッケージを模倣して、闇市場や評判

の悪いディーラーを通して販売する 
② クローナー：リーダーの製品、名称、パッケージにわずかな変化を加えて模倣す

る 
③ イミテーター：リーダーの製品を一部コピーするが、パッケージ、広告、価格な

どに違いを残しておく、 
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④ アダプター：リーダーの製品を取り入れたり改良したりして、リーダーとは別の

市場で販売する 
 
大規模市場でフォロワーになる代わりに、小規模市場すなわちニッチでリーダーとなる

企業をニッチャーという。ニッチャーは、大きな企業がほとんど、あるいは全く関心を持

たない小規模市場をターゲットにすることで、大きな企業との競争を避ける。ニッチが弱

くなることもあるため、企業は継続的に新しいニッチを創出しなければならない。12 
 

(2) 新卒採用市場における IT 業界のポジショニング 
本研究では、魅力項目別に、IT 業界とライバル業界との魅力を比較する。魅力項目には

IT 業界の強みである「将来性がある」「社会貢献度が高い仕事である」「技術やスキルが身

につく」の 3 項目を選定した。これらの選定理由として、まず社会的に IT 需要があり、こ

れからも必要とされることから「将来性がある」と考えるためである。次に、インフラ等

の社会の基盤を支える役割を IT が担っており、それらを開発・保守することによる「社会

貢献度」が魅力であると考える。そして、研修や教育プログラムの充実、日々の仕事によ

り「技術やスキル」が身についていくと考える。 
また、ライバル業界を把握するために図 3-4-5 を用いた。図 3-4-5 は、「日経コンピュー

タ」と共同で「みんなの就職活動日記（就職活動生の 9 割が登録する日本最大級のクチコ

ミ就職情報サイト）」が 2011 年度卒業予定登録学生会員 1,415 人に「IT業界 就職人気企業

ランキング調査」を行い、「IT業界と併願で受けている業界」について結果をまとめたもの

である。19 
 

 
図 3-4-5 IT 業界以外に志望する業界 19 
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  表 3-4-2 「将来性がある」のポジション・ライバル業界・差別化要因 

将来性がある 
ポジション リーダー 
ライバル業界 「電機 / 機械」「食品 / 水産 / 農林」 
差別化要因 「社会貢献度が高い」「最先端の技術」 

 
IT 業界は近年の成長率が高く、これからもあらゆる産業を発展させるための基盤として

発展していく可能性が高いと考え、ポジションを「リーダー」と位置付けた。ライバル業

界は、図 3-4-5 からも併願する割合の高い業界であることがわかり、同様にモノづくりと新

機器の開発などを行っている「電機 / 機械」だと考える。また、併願の割合も高く、IT 業

界と同様に今後も必ず必要とされる業界として「食品 / 水産 / 農林」をライバルとする。

ライバルに対する差別化要因は、IT 業界のインフラ系の仕事において社会貢献度が高とい

う点と最先端の技術で時代とともに進化する仕事ができるという点だと考える。 
 

 表 3-4-3 「社会貢献度が高い」のポジション・ライバル業界・差別化要因 

社会貢献度が高い 
ポジション 「チャレンジャー」 
ライバル業界 「インフラ / 公官庁」「医薬」 
差別化要因 「技術やスキルが身に付く」 

 
IT 業界も社会貢献度は高いものの、「インフラ／公官庁」や「医薬」に比べて市民に直接

貢献することが少なく一般的には貢献度が伝わりにくいと考え、ポジションは「チャレン

ジャー」とした。ライバル業界は、併願の割合も高く、私たちに生活に直接関わっている

「インフラ / 公官庁」や生命にかかわるしごとである「医薬」をライバルと考える。ライ

バルに対する差別化要因は、文系の学生が興味を持ちやすい「インフラ / 公官庁」に対し、

文系でも技術やスキルを身につけることができる点だと考える。 
 

 表 3-4-4 「技術やスキルが身につく」のポジション・ライバル業界・差別化要因 

技術やスキルが 
身につく 

ポジション 「リーダー」 
ライバル業界 「電機 / 機械」 
差別化要因 「最先端の技術」「社会貢献度が高い」 

 
IT の技術やスキルは、その多くはこの数十年のうちに開発されたものであり、また次々

に新しい技術が生み出されている。IT 企業においてはそれらをいちはやく自社に取り入れ

ることが競争要因となるので、従業員への教育や実習に力を入れている。また、IT 人材個
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人が他業種の仕事と比較して、IT に関する仕事の魅力を回答したデータ（図 3-3-1）でも、

「技術やスキルが身につく」が 54.3%で最も多かった。これらの点から、「リーダー」のポ

ジションに位置付けた。ライバル業界は、IT 業界と同様にモノづくりの技術やスキルを求

められることから、「電機 / 機械」をライバル産業とする。 
 
 
3.5 マーケティングにおける消費者行動に関する仮説 
戦術策定に入る前に、消費者行動モデルの仮説と就職活動について検討する。 
 

3.5.1 「AIDMA」から「AISAS」へ 

人には、それぞれ行動を裏付ける動機というものがあり、何か物を買うときの行動パタ

ーンに関する仮説として「AIDMA」がある。「AIDMA」とは、1920 年ごろにアメリカの

ローランド・ホールが提唱したとされ、消費者が商品・サービスや広告に気づき、購入に

至るまでのプロセスを「Attention（注意）」「Interest（興味）」「Desire（欲求）」「Memory
（記憶）」「Action（行動）」という順序で示した理論である。現在においても消費者行動モ

デルとして広く活用されている。 
 
しかし、2001 年頃になって消費者の行動に変化が表れ、積極的に情報検索したり、情報

発信したりする消費者が「AIDMA」に当てはまらなくなってきた。そして新たにつくられ

たのが「AISAS」である。 
「AISAS」とは、インターネットを積極的に活用する消費者の購買行動プロセスに関す

るマーケティング分野の仮説として電通が提唱し、2005 年 6 月に商標として登録されてい

る。ある商品を消費者が認知してから購買に至るプロセスを、「Attention（注意）」「Interest
（興味）」「Search（検索）」「Action（購買）」「Share（情報共有）」の 5 フェーズから成り

立つとした。 
「AISAS」は、「AIDMA」同様に購買行動プロセスを 5 段階に分けながらも、インター

ネットを活用した新しい消費行動プロセスを取り込んだ考え方といえる。このプロセスの

中の「Search」は、商品やサービスに関心を持った消費者が、インターネットの検索サー

ビスを利用して調べるという行動パターンを指す。最後の「Share」は、ブログやSNS（ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス）、クチコミサイトなどを介して、消費者同士で商

品の感想などを情報交換・共有する状況を表している。20 
 

3.5.2 AISAS モデルと就職活動 

本研究では、就職活動を消費者行動としてプロセスの仮説を立ててみる。現在の就職活

動では企業に関する情報収集が不可欠であり、主な情報収集ツールとしてインターネット

が利用されている。そこで、インターネットを積極的に活用する消費者の購買行動プロセ
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スの仮説である「AISAS」を用いて、仮説を考察することにした。 
 
「AISAS」に当てはめた行動プロセスの仮説を図式化したものが図 3-5-1 である。これは、

株式会社 電通の「電通グループの インタラクティブ領域における 成長戦略」(2006) 21を

参考にして作図した。 
 

 
図 3-5-1 AISAS に基づく就職活動プロセスの仮説 

 
まず、テレビや広告など一般向けマスメディアの情報、または大学、知人、就職情報誌、

就職情報サイトなど発進される就職関連の情報から、企業の特色に気づき（Attention）、興

味を喚起される（Interest）。そして、インターネットで企業情報を検索する（Search）。そ

の企業が気に入ればエントリーし、説明会や選考へ赴く（Action）。その後、情報共有サイ

トに出来事や感想などの情報を書き込み、就職活動生同士で意見を共有する（Share）。 
さらに、Shareで書き込まれた情報は、企業の評判や選考情報のチェックとしてSearch

されている。この現象は、学生の検索内容が、就職情報サイトや企業サイトなど企業から

の情報提供に並んで、就職情報共有サイトや、掲示板、ブログそしてSNSの書き込みなど

に及んでいることから言及できる。22 
 
 
3.6 IT 業界の新卒採用に関する戦術策定 
 
3.6.1 製品 

本研究では、IT 業界の魅力項目を製品の機能とし、その値を上げるための方法を考察す

る。魅力項目はポジショニングに引き続き、「将来性がある」、「社会貢献度が高い」、「技術

やスキルが身につく」の 3 項目とする。これらの点においては、大学生がイメージする IT
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業界へのプラスイメージと同様であるものの、大学生全体からみて業界への理解度が低い

ことから、これらの魅力をどう高めるか考えるために今回の製品として設定した。 
 
 魅力項目とその値を高めるための方法 

 将来性がある 
ポジショニングでは「リーダー」と位置付けたことから、市場全体を拡大さ

せる役割を担う。そのためには、技術開発または新技術導入により、設備投資

など国内外の他業界でもビジネス機会を広げ、IT の仕事を増やす。IT により他

業界は仕事効率を上げ、世界と対抗した仕事を行うことができる。つまり、IT
の発展により、他業界も含めて日本産業全体が伸びるようにする。そして、産

業の活性化が採用市場の活性化にもつながる。 
学生には、新技術や IT が社会でどのように利用されているか紹介し、興味を

持ってもらう。 
 

 社会貢献度が高い 
ポジショニングでは「チャレンジャー」と位置付けた。リーダーに勝つポイ

ントを育て、これまで差をつけられていた部分を強化する。 
まず、社会インフラの仕事を増やす。既存の分野に加え、今後の高齢社会で

は、IT で福祉を助けるという仕事ができれば、社会貢献度が高まる。 
学生向けには、社会をどのように支えているのか紹介し、社会貢献ができる

仕事であることをアピールできるように露出を増やしていく。社員の仕事内容

を紹介し、どんな仕事ができるのかイメージできるようにする。 
 

 技術やスキルが身につく 
 ポジショニングでは「リーダー」と位置付け、シェアの維持・防衛に取り組

む。これには企業の意識向上が重要となる。まず、きちんとスキルが身に付く

ように企業の教育研修制度を充実させる。そして、実力本位で仕事ができるよ

うに実力に見合った評価法を積極的に取り入れ、向上心を持って仕事ができる

環境をつくる。業界全体としては IT スキル標準を普及させ、企業の人材育成に

役立つようにする。 
学生には、教育研修制度やキャリアの紹介を行う。また、多様な職種がある

ことも紹介することで、IT 業界に興味が低かった学生にも個人の適性を活かせ

る仕事があることを知ってもらう。 
 
 



37 
 

3.6.2 価格 
製品とターゲットをつなぐ重要な要素である価格について検討を行う。本研究おける「価

格」とは、IT 業界に就職するにあたって企業が学生に求めるコストと考える。そして、IT
業界の企業に就業して成功するために、個人が持つべき適性、準備あるいは努力しなけれ

ばならないことは何かを決定し、それについて考察する。また、製品ラインの価格設定と

して、採用する企業の利益が最大となるように個人の特性に応じて成功できるコースがあ

るか考える。 
 
 持つべき適性 

ターゲットの求める学生の素質で挙げたように、持つべき適性を「コミュニケー

ション能力が高い」、「論理的思考力が高い」、「リーダーシップをとれる」と定める。

そのほか、総合的にこれらを達成するために必要であろう「行動力」、「人間性・能

力のバランス」を兼ね備えていればなお良い。 
 

 努力しなければならないこと 
「技術やスキルの習得」や日々進化する業界の「知識やスキルの学習」は入社後

に求められる努力である。また、仕事に応じて「語学力」や、社会人として「人間

性の向上」は努力し続けなければならないこととして挙げることができる。 
  
 ここで以上の 2 点について、学生の時点ではどのようなコストを支払うことになるか考

察する。努力しなければならないことは主に入社後のことであるため、持つべき適性とし

て挙げた 3 項目を高めるためのコストについて考えていく。 
まず、もともと適性を兼ね備えた学生にとって、コストはかからない。入社後を見通し

た語学や IT 基礎能力への努力をしていけば良い。 
一方、適性が低いと感じる学生が各項目を高めるのは、一見大変そうだが、こちらも高

いコストがかかることはないと考える。なぜなら、特効薬はなく、学生生活を充実させれ

ばある程度の能力は自然と身につくもので、充実させたものをいかに表現するか、または

それを理解してくれる企業に出会うかが問題だからである。つまり、学生が相性の良い企

業を見つけられるかが重要であり、学生向けの情報を発信する企業側のプロモーションと

も関係がある。 
 
 製品ラインの価格設定 

IT 業界には多様な職種があり、技術的な職種や営業的な職種など、それぞれ求め

られる特性の程度が異なる。そのため、個人の適性に合わせたコースを選択するこ

とができる。個々のスキル、キャリアプランとコストを照らし合わせ、企業の利益

が最大となるような人材起用が可能である。 
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3.6.3 チャネル 

本研究では、大学生が IT 業界へ就業しようとしたときのアクセスの容易さについて、IT
業界を詳しく知る機会、試験的に参加する機会（インターンシップなど）がどのような所

にあるか検討する。また、いったん入って無駄なく他に変わる手段があること、逆に他か

ら障壁なく入ってこられることなどについて検討する。 
 
 チャネルのタイプ 

・企業の活動（広告、サイト、インターンシップ、説明会） 
・就職支援企業の活動（サイト、イベント） 
・大学の就職支援活動（サイト、イベント、学内掲示） 
・ハローワークなど行政による就職支援事業 
・IT 業界関連団体の活動（サイト、イベント） 

 
 IT 業界を志望した後、他業界へ志望を変更 

・インターンシップでの経験は、就職活動全体で活かすことができる。 
・業界研究として得たインフラ等の知識は他業界でも使える 
 

 他業界を志望した後、IT 業界へ志望を変更 
・インターネットを利用すれば業界や企業の情報を入手できる 
・採用において専門スキルや知識がなくても問題ない 

 
IT 業界への志望意思があれば、企業情報の入手や就業体験への参加などは比較的容易で

ある。そして、IT 企業にはインターンシップを積極的に開催する企業が多く、企業側の受

け入れ姿勢も良い。だが、志望度が弱から中の大学生に IT 業界を知る機会を提供するには、

業界の実態が分かる情報をだれもが入手しやすい状態にすることが重要だと考える。そこ

で、「企業の活動」「就職支援企業の活動」「大学の就職支援活動」に注目する。 
就職支援企業の就職情報サイトは、IT 業界や企業のことを知らない大学生への告知ツー

ルとして絶大な効果があり、志望意思の低かった大学生が興味を抱き、魅力を知る機会に

利用できる。他業界を志望する学生であっても、就職情報サイトであれば、IT 業界の情報

を目にする機会を提供でき、志望を変更することがあるかもしれない。 
しかし、就職情報サイトの統一された情報では、「より詳細な情報」や各企業の「違い」

の把握が難しいといえる。そこで、企業の採用サイトでより詳細な情報を入手できるよう

にする。 
また、より学生の近くで情報を提供するためには、業界や企業が大学で活動することも

重要だと考える。業界や企業側から学生に接近し、大学で IT 業界を知る機会を提供する。 
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3.6.4 プロモーション 

ここまで、製品（魅力項目）を定め、価格（学生の支払うコスト）、チャネルを検討して

きた。そして、最後の４P となるプロモーションについて進めていく。プロモーションはこ

の研究でメインとなる点であり、第 4 章から詳しく述べることとして、ここでは採用活動

のプロモーションにおいて重要な点について検討していく。 
 

＜プロモーションに求められること＞ 
 仕事内容をわかりやすく紹介する 
 労働環境に関する正しい理解を浸透させる 
 業界の魅力をアピールする 
 求める人物像（必要な素質）を紹介する 

 
プロモーションでは、学生が知りたいと思っていることと、学生に伝えるべきことを含

めた情報発信を行う。SWOT 分析の弱みからもわかるように、IT 業界は仕事の内容が分か

りにくいと感じている学生が多い。そのため、どの専攻の学生にとってもわかりやすいよ

うに仕事の内容を伝える必要がある。同様に、仕事がきついというイメージを抱いている

学生が多いことから、労働環境の実態について正しく説明する。 
そして、IT 業界を強く意識していない層を引き込むため、業界の魅力と求める人物像の

紹介を行う。IT 業界の魅力である将来性、社会貢献、スキルの獲得など、個人が仕事へ求

めることに適合すれば業界へ興味をもつきっかけになることを期待する。人物像について

も、長所を生かした仕事ができると知った学生が、IT 業界へも就職の選択肢を広げるきっ

かになると期待する。これにより、業界に適性をもつ優秀な人材の確保につなげる。 
 
  



40 
 

第４章 マーケティングに基づく新卒採

用広報の提案 
 

4.1 提案の概要 
第 3 章で行ったマーケティング分析に基づき、プロモーションを中心に新卒採用広報の

提案をする。ここで一番の目標とすることは、大学生の行動モデルにフィットした採用広

報の提案である。大学生が就職活動に取り組む中で、自然と IT 業界の情報に触れることが

でき、欲しい情報が入手しやすい状況をつくることを目指す。 
 
図4-1-1はプロモーション提案までの流れを示した図である。第3章の「プロモーション」

で述べたように、学生が知りたいことと業界が伝えるべきことから、プロモーションで提

供すべき 4 つの情報を挙げた。そして、チャネルの「企業の活動」「就職支援企業の活動」

「大学の就職支援活動」から、本研究では「就職支援企業の活動」が IT 企業と大学生の仲

介役を果たす新たな活動を提案する。就職活動には欠かせない「就職支援企業の活動」な

らばサイトやイベント開催ノウハウなど学生に情報を届ける手段を備えているため、製品

（業界の魅力）を広報するには効果の高いチャネルである。また、学生が支払うコスト軽

減には業界や企業側の情報提供も重要になるため、プロモーション機能を備えていること

は大きなメリットである。製品ラインの価格設定の面でも、就職情報サイトで個人の適性

に合わせた職種を知ることができれば、他業界を志望する優秀な学生を呼び込めるかもし

れない。 

 
図 4-1-1 プロモーション提案までの流れと要件 
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就職支援企業は、現在の活動をもとにさらなる機能を付加することで、「仲介組織」とし

ての新たな姿を目指す。ただし、各企業の採用に重点を置いた活動ではなく、あくまでも

業界や企業紹介を目的とし、IT 業界を志望する学生の理解を助ける手段の一つとしての活

動の提案を行う。特に文系など、情報系の分野を知らない学生にとっては、仕事の内容が

具体的に伝わっていない可能性が高いことから、学生に対してより具体的な情報の提供に

努める。そのためには、学生と共に活動し、学生視点の情報提供を行うことが重要だと考

えた。 
 
図 4-1-2 は、採用に関する現在の情報提供の関係と本研究で提案する新しい関係を示した

ものである。現行では、主に就職支援企業や大学などを通した一方的な企業情報の提供、

または企業サイトからの一方的な情報提供が行われている。つまり、企業は学生に与えた

い分だけの情報しか与えていない。そのため、学生の中で IT 業界への正しい理解が進

まず、ただでさえ仕事が一般に見えるものでないのに、余計に仕事内容も分かりづらい

と感じられてきた。 
しかし、今回の提案では、学生が情報の受け手になるだけではない新しい活動を考えて

いる。そこで大事になってくることは、仲介組織、企業、学生が一緒になって活動してい

くということである。仲介組織を介して学生と企業が共に活動することで生まれた情報を

就職活動する学生に提供し、仲介組織は大学と協力関係を築くことで、学生と接点をもち

やすくする。 

 
図 4-1-2 採用に関する情報提供の関係図 

 
 
4.2 仲介組織の役割 
仲介組織には、「仕事内容をわかりやすく紹介する」、「労働環境に関する正しい理解を浸
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透させる」、「業界の魅力をアピールする」、「求める人物像（必要な素質）を紹介する」と

いう 4 つの果たすべき課題がある。そして、就職支援企業の社員、IT 企業の社員、学生と

いう要員のもと、これらの課題に取り組む。採用を行う IT 企業は積極的に活動へ協力して

もらい、学生はサイトや広告で募集をする。 
仲介組織には課題解決の手段として、学生と企業を結び付ける仲介の機能をもたせてい

る。そのため、仲介組織は学生と企業それぞれに協力を呼びかける。協力してくれる学生

を集めることで、IT 業界の何がわかりにくいかを学生の視点から指摘してもらい、仕事内

容をわかりやすく紹介する改善を行う。また、企業で働く社員の声を学生へ届けることが、

労働環境に関する正しい理解を浸透させることに役立つと考え、企業に協力を呼びかける。

業界の魅力や求める人物像の紹介は、それに関する情報を組織のサイトに掲載するのはも

ちろん、大学で講演を行うなど直接的に学生に紹介する。それには、組織が大学と連携し

協力体制を築く必要がある。 
 
4.3 仲介組織によるプロモーション活動の提案 
具体的に仲介組織のプロモーション活動の提案をする。学生行動モデルでは大学や就職

情報サイトが興味につながり、就職情報サイトや企業サイトを検索すると仮説を立てた。

この仮説をもとに、就職情報サイトを運営する就職支援企業が新たな活動に取り組むこと

や、大学で何か活動を行うことは効果が高いと思い、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの活動を考えた。 
 
I. 学生とともに Web サイトのコンテンツづくり 

(1) 学生の企業訪問・社員との対談レポート 
組織の活動に協力してくれる学生が企業を訪問し、社内の様子と社員との対談をレ

ポートと Web サイトに掲載する。訪問する学生をサイトでも募集する。 
このコンテンツにおけるメリットは、学生視点で情報が掲載されることにより、学

生が知りたいと思っている情報をわかりやすく紹介できることである。現行の就職情

報サイトにも、企業や社員の紹介をするコンテンツは存在する。だが、本提案はサイ

トを運営する企業の社員がレポートするのではなく、学生がレポートすることをポイ

ントとしている。 
業界の魅力や働いている人の人物像を紹介するとともに、職種ごとの社員の仕事内

容や過去の経験、プライベートな質問など、可能な限りリアルな様子を伝える。これ

により、学生が興味を持ち、働くイメージをしやすいようにする。読む学生にとって、

その訪問先の企業に興味があれば、良い企業研究の資料となり、社風の理解にもつな

がる。また、志望企業でなくとも、IT 業界を知るきっかけや業界研究の資料にもなる

ことから、実際に働く人の声を聞くことは有益だと考える。 
一方、訪問する学生にとっては社員と交流が持つことができ、業界に関しても理解

を深める貴重な機会となる。 
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(2) Q&A 
質問コーナーを設置し、サイトを介した学生と企業のコミュニケーションの場を提

供する。仲介組織がつなぎ役となり、学生が業界の質問や個別の企業への質問などを

行えるようにする。学生は就職に向けて疑問や不安を解消することできる。ただし、

個別の企業への質問に関しては、企業採用サイトを見ればわかることや具体的な選考

内容などは質問しないように、各自で考慮した動きが求められる。 
企業は学生からの質問に答えながら、仕事の内容や企業内の様子などの情報提供を

行う。時には業界や企業にとって不利益となり得る情報であっても、働く上で必要な

知識として誠実に答える。 
 
II. 学生と協同して講演会企画 

大学で開催するイベントや講演会において、話をする人や開催内容に学生の意見を

取り入れる。その取りまとめ役として仲介組織が動く。学生にとって大学はとても身

近な場であり、企業にとって大学は人材を見つける有益な場である。そこで、学生が

出向く手間を感じない大学で講演を行い、IT 業界へ関心をもつきっかけや、理解を深

める機会を提供する。非情報系の学生が多い大学も対象とし、志望度が弱から中の学

生を取り込めるようにする。 
大学側には大学職員や学生に協力してもらい、どんな職種の人に、どんな話をして

ほしいか、学生の要望を取り入れられるようにする。また、その時々に合った情報を

提供できるよう、学部の特徴など講演を聴く学生の情報を得ておく。事前に打ち合わ

せしておくことで、難しすぎる事または既に知っている事などは話さないようにする

ことができる。 
講演する側にとっては業界や仕事を理解してもらう機会となり、企業の宣伝にもな

る。学生と直接会うということにおいても、学生の意識などをリアルに感じられる貴

重な場である。また、学生にとっても情報収集ができ、業界の人とコンタクトをとれ

る貴重な機会となる。 
 

 業界で働く人から話を聞くことの価値 
私の所属する学部では、講義の一環として「IT プロフェッショナル 静大セミナ

ー ～若手プロフェッショナルと語る」という機会が設けられた。この時は 3 名の

異なる IT 職種に就くプロフェッショナルの方を講師として招き、講演が行われた。 
 

この講演を聞いた学生の感想を一部紹介する。 
• 私自身もプログラミングに苦手意識を持っており、プログラミングに関与する

仕事には就きたくないと一心に思っていたが、○○さんのお話をお聞きして、

努力すれば私にもできるのではないかという希望も少し持つことができた。 
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• 今回は 3 種の IT 職種の講演を聞いたが、まだまだ自分には難しい部分も多く、

よくわからない単語もあった。今回は自分にとって、IT の職種にはこのような

ものがあるのか、といった感じだったので、これからさらに興味を広げつつ、

さまざまな職種について調べていけたらと思った。 
• 専門性の高い職業であり専門的な知識がないと就くことが出来ない職業である

と思われるが、それでもあくまで就職してからの成長が重要であり、就職前の

知識よりは就職してからどのように成長していくかが大切というのは意外であ

ったし、それだけ日々学ぶことの多い職業であるのだなと思い、印象的だった。 
• 今回のような機会を得て、IT 産業の最前線で働いておられる方の話を聞いて、

何か憧れに近い感情を抱いた。この経験は今後の勉学や来年迎える就職活動

に対してモチベーションになると思う。 
• プロジェクトマネージャーとしての職務は単に自分が持っている知識や技術を

駆使してプロジェクトの進行をしていくことだけではなく、ヒューマンスキル

を駆使してお客様や同僚との信頼関係を築いていくことも重要な職務であり、

尽力していかなければならないのだなということを感じた。 
 
学生からは、IT 業界の面白さや厳しさを感じることができる貴重な話を聞くこと

ができて良かったという感想が多くあった。情報学部の学生であっても IT 職種につ

いて理解が十分でない学生も多く、この講演が調べるきっかけや、より詳しく知る

きっかけとなったようである。 
仕事のようすが伝わりにくい業界であるからこそ、実際に学生と直接会って話を

することに意味があるといえる。大学で講演会を開催することで学生も参加しやす

く、IT 業界へのキャリアをイメージするよい機会だと感じた。就職活動を始める前

にこのような機会を得ることができれば、自分の進路を考える上で大いに役立つだ

ろう。 
今回の講演は主に 2 年生を対象とした授業の一環で開催された。第２章の学生向

けアンケート調査結果では、講演会を授業の一環として、学年は 3 年生で開催して

ほしいという意見が多かった。この点も参考にしつつ、各大学で講演会が実施され

ると良い。 
 
III. 学生と協同して企業サイトの改善提案（特に中小企業） 

要請のあった企業または業界の底上げを狙い仲介組織側から選定した企業の Web サ

イトに対し、実際に学生の意見を取り入れた改善案を提案する。学生が知りたい情報

や興味を持つコンテンツなど、掲載する情報の選定を学生と共に行う。事業内容や仕

事内容など情報系学生でなくてもわかりやすく紹介する工夫や、採用において学生が

求める情報（人材像、社風、キャリア）などの提示に重点を置く。 
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第 2 章で企業の採用サイトについて述べたように、中小企業は、大企業に比べ自社

サイトに情報量が少ないことが多い。だが、学生の主な情報ツールがインターネット

となっている昨今では、企業サイトの重要性が高まっており、より人材確保が重要な

中小企業にとって、イメージアップの図れる Web サイトを持っていることは大きな武

器といえる。そのためにも、学生が求める情報や興味の持つ情報を掲載したサイトを

制作していく必要がある。 
 

 採用サイトで紹介すべき内容 
Ⅲで提案した企業サイトの改善は学生とともに進めていくものだが、例としてどの

ような内容を紹介すれば良いのか考えてみる。 
現在の採用サイトの主な内容は、会社概要、募集要項、先輩社員の紹介、仕事紹介

（キャリア、人材育成）、教育体系、Q＆A などである。中小企業においては、これら

基本情報をきちんと掲載することが第一の課題である。そして、これらの情報をどの

ように紹介していけばよいかまとめたものを下記に示す。 
 

＜仕事内容の紹介＞ 
大学での専攻を問わず優秀な人材を希望する企業にとって、どのような学生にも分

かりやすく仕事内容を説明する必要がある。さらに、同じ業界でも企業によって守備

範囲の異なる職名が多々あるため、「企業によってどう違うのか」という点は明確にし

なければならない。このような場合、具体的な仕事内容の一端を公開して学生に体験

させることにより、仕事を正しく理解してもらうことができる。 
 

＜仕事や職場をイメージさせるコンテンツ＞ 
職種ごとに仕事の流れと内容、1 日の過ごし方を紹介し実際の現場をイメージさせる

コンテンツを掲載する。また、入社から現在までを一社員の声だけでなく、その社員

に関係する人物（上司、同僚など）からのメッセージを掲載し、多面的に実例を紹介

する。このようなコンテンツは、企業側の視点ではなく学生側の視点・言葉で仕事内

容を説明すること、またネガティブな情報も積極的に紹介することも重要である。 
 

＜キャリアに関するコンテンツ＞ 
教育制度や研究開発に対する取り組み、あるいは企業内ベンチャーに関する実績な

どの情報を掲載することにより、自分のキャリアをどのように育てることができるか

というイメージを学生に伝えることができる。人材育成・キャリア育成に関する自社

の考え方を述べるとともに、あわせて入社後 3～5 年の社員がどのように成長できたか

を紹介する。または転職前と転職後のスキル・年収などを比較して掲載するなど具体

的に社員の現在と過去を比較する。7 
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  ＜ブログ、Twitter、動画コンテンツ＞ 
最近の採用サイトではブログや Twitter、動画などを活用する企業が増えてきている。

ブログや Twitter などでは、採用サイトそのものに掲載する情報より少しくだけた感じ

で情報提供できる雰囲気があり、それを読む学生に親近感をもってもらうことができ

る。 
また、動画コンテンツのメリットとして、働いている社員や職場の雰囲気など、テ

キストだけではわからない情報を伝えることができる。また、社員の一日や作業風景

を追うことにより、学生は企業での仕事の流れを知ることができ、新しい環境で働く

ことの不安感を和らげることができる。 
 
 
4.4. 行動モデルへの適合方法 
ここでは、提案した戦術を就職活動における学生の行動プロセスの仮説としてどのよう

に AISAS モデルに適合するのか検討する。 
図 4-4-1 より、この戦術は主に「Attention」と「Search」に影響した活動を進めること

がわかる。「Attention」となる「大学からの情報」と「就職情報サイト」、そして「Search」
される「企業サイト」に学生の声を反映させ、活性化を図る。 
講演会や新たなコンテンツでは、より学生が興味をもちやすいように学生視点の情報提

供を行い、IT 業界や企業を知ってもらう。そして、学生が興味を持った時に検索する企業

サイトを改善することにより、人材の獲得につながると期待する。仕事内容や社風などの

紹介に学生が知りたい情報を掲載することで、学生が企業を検索した際に志望動機が生ま

れやすい状態になると考える。 
 

 
図 4-4-1 AISAS モデルに適合した就職活動プロセスと本研究の提案による活性化 
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提案した活動を利用した場合の就職活動への影響を考えてみる。 
まず、大学で IT 業界に関する講演や説明会が開催され、学生は就職活動を意識するとと

もに業界や企業を知る機会があたえられる。講演会で興味を抱いたことがあればインター

ネットで検索する。 
就職活動を始めるときには就職情報サイトに登録し、企業検索をしたり、業界や就職活

動についての情報を閲覧したりする。仲介組織が提供するコンテンツでは、業界や企業の

実態を理解し、業界研究に役立てる。質問がある場合は気軽に質問できる。 
興味を抱く企業があった場合は企業サイトを閲覧する。充実した採用サイトであれば好

感度も高くなる。 
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第５章 新卒採用広報の提案に対する 
評価 

 
 
5.1. 活動内容の評価 
前章で提案した活動が、就職活動に適合するか評価を行う。そこで、実際に学生の関心

を集めることができるのか、IT 業界への理解を助ける働きをもっているのか、という点に

ついて評価をはかるため、就職活動の経験がある人を対象にアンケートを行った。回答者

は計 30 名で、IT 業界の企業へエントリー経験がある人が 26 名、IT 業界へエントリー経験

がない人が 4 名である。 
 
図 5-1-1 は、本研究で提案する活動に関心があるかという問いに対する結果である。11

名が「ある」、16 名が「少しある」と回答し、9 割の人が少なからず関心があることがわか

った。 提案する Web コンテンツや講演会に対し関心をもってくれたことを、それらを活用

する意欲があると解釈すれば、IT 業界を知るきっかけとなる活動として期待できるといえ

る。 
 

 
図 5-1-1 本研究の提案への関心 

 
図 5-1-2 は、もし IT 企業にエントリーするとしたら、本研究で提案する活動が業界・企

業理解につながると期待できるかという問いに対する結果である。 
 業界や企業理解につながるかについては、22 名が「思う」「少し思う」と回答したが、4
名からは「思わない」「あまり思わない」と回答があり、残り 4 名も「どちらともいえない」

という回答であった。業界や企業への理解を助ける働きについては、期待できるとは評価

しきれないといえる。 
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図 5-1-2 本研究の提案に対する業界・企業理解促進への期待度 
 
今回のアンケートでは、仲介組織の活動を文章による説明のみで回答をしてもらい、上

記のような評価を得た。しかし、本研究での提案事項は、実際にプロモーションやイベン

トを含めて実施しないとわからないことが多い。そのため、仮説段階では正確な影響力や

効果をはかることができず、活動の有益性は実際の活動次第ともいえる。 
 
 
5.2. 既存組織との比較による評価 
本研究では、現行にさらなる機能を付加した就職支援企業として、IT 企業と大学生をつ

なぐ役割を持つ仲介組織を提案した。そこで、この提案する組織と現行の就職支援企業、

そのほか就職支援を行う組織の活動との比較から評価を行う。 
 
5.2.1. 就職支援企業との比較 

まず、現在の就職支援企業の新卒者向けの活動について説明する。各企業によって特色

があり多少の違いはあるものの、就職情報サイトにおける情報発信、情報誌の発行、合同

説明会やセミナーなどのイベント開催が主な事業である。 
現状のセミナーなどのイベントにおいては、就職支援企業によって学生が求めるだろう

という内容を考えて開催されている。だが、「Ⅱ．学生と協同して講演会企画」では、学生

の意見を取り入れ、それを実際に開催する。大学と連携をとることにより、大学で行うセ

ミナーや講演会では、学部や学年、学生の志向に合わせた内容にすることができる。 
 
次に、就職支援企業の事業でも重要な位置を占めている就職情報サイトについて。これ

も各社違いはあるものの、利用する学生の割合が高いサイトにおいて、現在行われている

ことをまとめてみた。ここで用いたのはリクナビ 5、マイナビ 6、みんなの就職活動日記 8、

[en]学生の就職情報 23、日経就職ナビ 24、学情ナビ 25である。 
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＜サイトにおける主な掲載情報＞ 
 企業検索・エントリー 
 自己分析・適職診断 
 就職活動全般に関する情報提供・Q&A  
 業界の情報・インタビュー 
 個別対応・企業からメール 
 ランキング 
 先輩の就活情報 

 
これらの掲載情報に対し、「Ⅰ．学生とともに Web サイトのコンテンツづくり」では、業

界の情報やインタビューの内容について、学生が知りたいことなど、意見を取り入れた内

容にする。訪問する企業やインタビューする社員の選択についても、学生の意見を聞き入

れる。また、就職活動全般に関する情報提供や Q&A も行われているものの、詳しく業界や

業界に関する質問ができる状況ではないため、より密な情報提供とコミュニケーション促

進の強化をする。 
そのほか、「Ⅲ．学生と協同して企業サイトの改善提案（特に中小企業）」と関連して、

就職情報サイトで企業検索・エントリーをした後の学生のフォローのために、より魅力の

なる企業サイトをつくることが情報収集の手助けにもなる。 
 
5.2.2. その他の就職支援組織との比較 

本研究で提案する「学生と協同した活動」と同様なかたちで行われている「就活サプリ」26

について取りあげる。「就活サプリ」とは、大学生のスタッフが、学生の視点から就職活動

に関する情報を提供する無料就職情報誌のことである。全国大学生協連（全国大学生活協

同組合連合会）の支援により発行されている。その他にも、ブログでの情報提供や「サプ

リ塾」と称した就職活動セミナーなども開催しており、学生スタッフが主体となって活動

を進めている。27 静岡大学では、生協学生委員の有志の学生が中心となり、「就活サプリ塾

学生プロジェクト」として活動を行っている。 
 
 就活サプリの活動は、学生スタッフが取材へ行き編集をする点や就職活動セミナーを開

催している点では、本研究で提案することの理想形といえる。先輩社員のインタビューや

キャリアプランの紹介、就職活動の情報やアドバイスなど、学生が取材した内容には非常

に親近感を抱く内容となっている。サプリ塾においても、他の就職セミナーと違い、学生

スタッフがあったら良いと考えるセミナーの企画がされており、親しみやすく有意義なセ

ミナーである。また、携わる学生スタッフにとっても、企画から実行まで物事に取り組む

経験や企業の人と接する経験は大きな価値を生むだろう。 
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 この「就活サプリ」は、IT 業界を紹介する Web サイトのコンテンツや講演会の企画にお

いて大いに参考になる。普段の生活に関わりが少ない IT 業界だからこそ、学生の視点から

情報を提供することで、分かりやすく親しみを感じる内容になると良い。大学における講

演では、その大学のことを一番よく知っている学生の意見を取り入れることで、より有益

な情報提供ができるだろう。そして、就活サプリが継続できているのは全国大学生協連の

支援があるからであり、今回提案する仲介組織も学生が主体となって活動できるようにバ

ックアップしていく。 
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第６章 結論 
 
 
6.1 結論 
今日の IT 業界の企業は、人材の質的不足感を持っており、優秀な人材の確保のためには

採用活動により一層力を入れて取り組まなければならい。そこで、本研究ではマーケティ

ング手法に基づく採用広報の提案を行った。就職支援企業を基にした仲介組織と IT 企業と

学生が共に活動することにより、仕事内容が分かりにくい、労働環境へのマイナスイメー

ジなどの問題点を解決する。そして、業界の魅力と求める人物像の紹介を行い、学生に IT
業界へ興味を持つきっかけをつくることを目的としている。活動内容は、学生とともに行

う Web サイトのコンテンツ作成、講演会企画、企業サイト改善提案である。 
本研究で提案する活動に関してアンケートを行った結果、IT 業界を志望する学生にとっ

てはある程度関心をもつものであるが、業界や企業理解につながるかという点では一部に

は低い評価もあった。活動の目標としていた IT 業界へ興味を持つきっかけをつくる活動で

はあったといえる。だが、問題点解決のために業界や企業理解につながる情報提供をする

という点に関しては、一部見直しも必要である。 
 
 
6.2 今後の課題 

本研究では戦術の提案までしか行えず、実際に活動へ移す場合の詳細な取り決めまで定

めることができなかった。そして、この提案に対する企業側からの評価や、活動による正

確な効果をはかるため、活動の試験的実施が必要だといえる。試験的にでも活動を実施す

ることで、各方面からの評価や影響力を検討し、改善を進めなければならない。 
 
また、提案する活動に賛同して共に仲介組織と活動を行う学生をどのように募るかとい

う点において、詳しい検討が必要である。本文ではサイトや広告で募集を呼びかけるとし

たが、確実に集まるという保証はない。 
2 章 2.4 で示したアンケート調査の中で、学生から情報を発信したり交流を持ったりした

いかという問いに対し「思う」と回答した学生は 30 名中 7 名にとどまった。そのため、積

極的に活動に参加してくれる学生を集めるためには、動機付けとなることを検討しなけれ

ばならない。 
 
今回の提案に関しては、企業にとって、学生に情報を届ける機会が増えるというメリッ

トがあり、さらに、企業が多くの情報を学生に提供することで、仕事や職場に対する理解

不足・説明不足から生じるギャップを極力小さくし、若手社員の早期退職など人材育成に



53 
 

関する問題解決にもつながると考える。しかし、取材の受け入れやセミナー・講演の準備

など、負担となる面もある。このデメリットについては、景気の低迷が続くなかでいかに

業界として底上げをしていくかと考えた場合、負担があっても各企業が精力的に動いてい

くことが重要だと考える。そして、この活動がより学生の関心を集め、高度 IT 人材の育成

につながるだろう。 
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