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卒業研究要旨 

 
 
 
我が国において、高度 IT 人材の不足が深刻となっている。IT 人材全体の規模においても、

インドや中国が急激に拡大しているのに対して、我が国の伸びは微少に留まっている。今

後、不足している人材を補い、国際競争で勝ち抜いていくためにも、高度 IT 人材の育成が

重要な課題となっている。 
そのような情勢の中、産業界からも寄せられている情報系学生教育への期待に応えるた

めに、大学では情報学の扱う範囲が幅広くなっている。学生は将来の目標となる人材像を

明確に意識し、選択的な受講や自主学習を進める必要があるが、学生の視点からみると、IT
産業や高度 IT 人材の実態は必ずしもわかりやすいものにはなっていない。 
より多くの高度 IT 人材を育成するためには、情報系学生が高度 IT 人材についての理解

を深めて魅力を感じ、将来目標として設定する必要があるが、高度 IT 人材に関する情報を

得るためのきっかけや情報環境に乏しく、学生が自主的に情報を獲得するのは難しい、と

いうのが現状である。 
そこで、本論文では、情報系学生が高度 IT 人材を将来目標として設定するための情報共

有方式を提案した。 
まず、情報系学生の将来目標設定に必要な情報について考察し、既存する情報源の紹介

と問題点について述べる。そして、その情報源を利用し、最終的には学生が自主的に情報

収集活動を行えるような行動モデルを提案する。 
提案モデルの作成に伴い、学生の情報収集活動をマーケティングの消費者行動モデルで

ある AISAS モデルに対応させて、学生の心理を注目（Attention）→興味（Interest）→検

索（Search）→購買（Action）→共有（Share）という理想的な流れに誘導することを目指

した。誘導手段としては、人材モデル紹介（注目）、直接対話イベント（興味）、人材像に

関する調査（検索・購買）、調査記事をまとめた wiki 閲覧（共有）をそれぞれ行っている。 
人材モデルの紹介と直接対話イベントに関しては、学生から感想レポートを提出しても

らうことで、wiki に関しては、記事調査を行った学生達本人に閲覧してもらい、投票やコ

メントを含めどのような行動を示すのか調べることで、評価を行い、提案モデル全体の効

果と課題について考察した。 
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第 1章 序論 

 

 

1.1 研究の背景 
  
現在の社会において情報技術は欠かすことのできない存在となっている。更に社会を発

展させていくためは高度な IT 技術を駆使することができる高度 IT 人材が必要となるが、

我が国においては人材の不足が深刻となっている。IT 人材全体の規模においても、インド

や中国が急激に拡大しているのに対して、我が国の伸びは微少に留まっている。今後、不

足している人材を補い、国際競争で勝ち抜いていくためにも、高度 IT 人材の育成が重要な

課題となっている。 
そのような情勢の中、高度 IT 人材の予備軍となる情報系学生への教育と学習の成果には

産業界からも大きな期待が寄せられている。産業界からのニーズに応えるために、大学で

扱う情報学の範囲が幅広くなっている。そこで、高度 IT 人材となるためには学生が自ら学

ぶべき知識を把握し、選択的な受講や自主学習をする必要がある。そのためには将来の目

標となる人材像を明確に意識して、学習することが効果的であると考えられる。 
しかし、学生の視点からみると、高度 IT 人材の人材像は必ずしもわかりやすいものでは

ない。IT 産業の仕事の内容や自分達が誇りとしていることが他の産業に比べてわかりづら

く、目標として設定しにくい、という現状がある。情報系学生に対する意識調査でも、情

報関連の職種を将来目標として考えているのは約半数にとどまっており、その半数も IT 人

材に対して深く理解した上で目標としているとは断言しにくい。 
情報系学生が、高度 IT 人材についての理解を深めて魅力を感じ、将来目標として設定す

る必要があるが、高度 IT 人材に関する情報を得るためのきっかけや情報環境に乏しく、学

生が自主的に情報を獲得するのは難しい、というのが現状である。
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1.2 研究の目的 
 
本研究は、情報系学生が高度 IT 人材を将来目標として設定するための情報共有方式の提

案を目的とするものである。 
高度 IT 人材に関する情報は情報系学生に広く知られておらず、理解を深めることのない

まま放置されている。この現状を踏まえ、学生の IT 人材に関する調査活動を啓発するため

にマーケティングにおける消費者行動モデルを参照し、最終的には学生が自主的に行動で

きるよう誘導するモデルの提案を行う。 
 
 

1.3 論文の構成 
 
本論文は、全 5 章から構成される。 

 第 1 章では、本論文の背景及び目的を示し、論文の構成について述べた。 
 第 2 章では、情報産業及び情報学の現状について述べ、情報系学生が高度 IT 人材を将来

目標として設定することの重要性と問題点、及び必要となる情報を明らかにする。 
 第 3 章では、まずマーケティングにおける消費者行動モデルについて説明し、そのモデ

ルに基づいた学生の情報共有誘導モデルの提案と実施内容についての説明を行う。 
 第 4 章では、誘導モデルに沿って実施した 3 つの事例について評価する。 
 第 5 章では、結論を述べる。 
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第 2章 情報系学生の置かれた現状と課題 

 

 

2.1 情報産業及び情報学の現状 
 
（ 1 ）情報産業では高度 IT 人材が不足している 
 
現代の社会において、情報技術は生活する上で欠かすことのできない存在となっている。

携帯電話や自動車など身の回りの製品にはコンピュータが組み込まれており、行政や金融、

ビジネスといった社会や産業の根幹を支えている活動ももはや情報技術なくして語ること

はできない。このような情報技術を支え、更に発展させていくためには、高度な IT 知識を

持った人材の充実が必要となってくる。 
しかし、我が国では現在、高度 IT 人材の不足が深刻な問題となっている。ICT 人材育成

に関する調査【図 2.1】によると、ICT 人材の不足数は 50 万人にも及んでおり、その中で

も高度 ICT人材は必要数である78.2万人に対して現存数は43.1万人と半数程しかいない。

また、国際競争の面でも、インドや中国など IT 市場新興国に比べると我が国は縮小の一途

をたどっている。2000～05 年における我が国の IT 産業の就業者数の伸び率は、インドの

249％、中国の 269％に比べ半分以下の 104％に留まっている【図 2.2】。2015 年には両国

の高度 IT 人材の規模は世界を圧倒すると予想されている【図 2.3】。 
今後、不足している人材を補い、また IT 市場で我が国が勝ち抜いていくために、より多

くの高度 IT 人材を育成していくことが必要不可欠となっている。 

 
【図 2.1】ICT 人材不足数 

出典：総務省｢ICT 人材育成に関する調査｣（2005） 
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【図 2.2】IT 産業の就業者数（万人） 

 
出典：米国・英国は（株）野村総合研究所調べ、日本は経済産業省「特定サービス産業実

態調査」、文部科学省「高度情報通信（IT）人材の育成に向けた文部科学省の基本戦略」、

インドは NASSCOM ” Press information note” 、中国はサービス産業協会調べ 
 
 

 
【図 2.3】2015 年の高度 IT 人材規模（万人） 

出典：参考文献[1]（高度 IT 人材の育成について ） 
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（ 2 ）情報学の扱う範囲は幅広い 
 
情報系学生が学ぶべきことは、コンピュータのハードウェアやソフトウェア、ネットワ

ークなど情報機器に関する技術的な知識だけでなく、その情報技術を必要としている社会

全体の仕組みや産業、業務に関する知識までと幅広い。このため、大学の情報系学部にお

いて学ぶべき科目も多数となっており、学生は選択的に科目を受講する必要がある。 
我が静岡大学情報学部においても、人文・社会系の情報社会学科、理工系の情報科学科

からなる 2 つの学科の枠を越えた 3 つのプログラムに基づくカリキュラムを編成して、こ

れら多数の科目をプログラムというセットで選択するようにしている【図 2.4】。プログラ

ムは、情報技術の開発・設計について主に学ぶ計算機科学プログラム（CS）、実社会の中で

情報技術を活かすための情報システムの開発運用について学ぶ情報システムプログラム

（IS）、情報技術・情報システムにもとづく新たな情報社会形成の考察・設計について学ぶ

情報社会デザインプログラム（ID）と別れており、学生は 2 年次において自分の興味や能

力に対応した教育を選択することが可能となっている。 
【図 2.5】は IS プログラムにおいて学ぶ知識を 3 つの観点から表したものである。情報

技術の体系のみならず、製造、金融、公共など業種別の業務やシステムに関する知識や、

業種に共通した会計、人事、資産管理など経営学と共通する業務要素も学習の対象となっ

ている。 
このように幅広い範囲の中で、学生は将来自分がどういう役割を果たすようになるのか

という目標を持ち、学習の焦点を定めることが必要となる。 
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【図 2.4】静岡大学情報学部カリキュラム全体構成図 

出典：参考文献[2]（静岡大学情報学部ホームページ>学科・カリキュラム>プログラム制） 
 

 
【図 2.5】IS プログラムで学ぶべき知識 
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2.2 情報系学生における将来目標設定の現状 
 
（ 1 ）学生には情報産業の魅力が伝わっていない 
 

情報産業は学生にとって、興味は惹かれるが、業務内容が想像しにくいことや一般的に

出回っている3K（きつい、帰れない、給料が安い）のイメージからか、とっつきにくいと

思われやすい産業であるのが現状である。 
【図2.6】はIPA（情報処理推進機構, Information-technology Promotion Agency）が学

生対象に行った産業のイメージ調査の結果である。ここでは情報産業を始め8つの異なる産

業に対して、「技術やスキルが身につく」「夢がある」「仕事にやりがいがある」「仕事

の内容がわかりやすい」「仕事がきつい」など、8つの項目についてどのようなイメージを

持っているかを調査した。情報産業のイメージは左上のグラフで表示されている。 

これによると「技術やスキルが身につく」や「夢がある」という項目については情報産

業がトップとなっており、学生はこれらの点では情報産業を高く評価しているといえる。

また「かっこいい」、「仕事にやりがいがある」などの項目についても、比較的高く評価

されている。 
しかし「働いている人たちが自分の仕事に誇りをもっている」という項目では、どの産

業よりも評価が低い。情報産業より「仕事がきつい」というイメージを抱かれている医療・

福祉業界と比べても、医療・福祉業界は「働いている人たちが自分の仕事に誇りをもって

いる」の項目が高評価である点から、2つの産業に対するイメージの違いがわかる。 

また「仕事の内容がわかりやすい」についても情報産業が最下位にきている。 

以上より、情報産業の仕事の内容や誇りしていることは、他の産業と比べてわかりにく

いと感じている学生が多いことがわかる。 
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【図 2.6】産業別イメージ図 

 

出典：参考文献[3]（IT 人材市場動向調査）（IPA,2009） 
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（ 2 ）情報系学生は幅広い職種に将来目標を置いている 
 
【図 2.7】は 2008 年に静岡大学情報学部生及び大学院生を対象に行われた調査の回答結

果である（参考文献[4]）。これによると情報系学生でも情報関連職種へ就きたいと考えてい

るのは全体の 55％にとどまっている。 
 
Q.あなたが今就きたいと考えている職種は？ 

 
【図 2.7】IT スキル標準の活用に関する学生への意識調査 

出典：参考文献[4]「IT スキル標準に準拠した大学カリキュラムの改善」 
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2.3 情報系学生の将来目標設定に必要な情報 
 
 より多くの情報系学生が高度 IT 人材となることを目標とし、意欲的、計画的に学習を進

めていくためには、IT 職種について理解を深め、興味を持つことが必要となる。IT 職種に

ついて理解を深めるために必要となる情報について以下の 2 つが考えられる。 
 
( 1 ) IT プロフェッショナルの職種と必要なスキル 
( 2 ) IT プロフェッショナルの特徴や魅力  
 
「IT プロフェッショナル」とは、情報産業の主に上流工程において、高度なスキルを持っ

て活躍している IT 人材、と本論文では定義する。「高度 IT 人材」よりもプロフェッショナ

ル個人が持つ属性や人材像を意識した言葉である。 
 
 
( 1 ) IT プロフェッショナルの職種と必要なスキル 

IT プロフェッショナルが活躍している職種にはどのような種類があり、それぞれがどの

ような仕事をしており、必要となるスキルは何なのか、という職種に対する基本的な知識

を得るために必要となる情報である。この職種情報として、本研究では「IT スキル標準フ

レームワーク」を取り上げる。 
「IT スキル標準」とは、情報処理推進機構（IPA）が策定した IT 人材におけるスキル体

系のことである。各種 IT 関連サービスの提供に必要とされる能力を明確化・体系化した指

標であり、産学における IT サービス・プロフェッショナルの教育・訓練等に有用な「もの

さし」（共通枠組）を提供している（参考文献[5]）。 
この IT スキル標準における専門職種を定義したものが、「IT スキル標準フレームワーク」

である【図 2.8】。図 2.8 では横軸に 11 の職種と 35 の専門分野を定義し、縦軸にそれぞれ

の専門分野に対応した 7段階のレベルを IT 技術者個人の能力や実績に基づいて設定してい

る。 
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IT スキル標準フレームワークにより定義されている職種は次の 11 種類である（参考文献

[6] 経済産業省 IT スキル標準 v3 より抜粋）。 
 

 マーケティング 
顧客ニーズに対応するために、企業、事業、製品及びサービスの市場の動向

を予測かつ分析し、事業戦略、販売戦略、実行計画、資金計画及び販売チャ

ネル戦略等ビジネス戦略の企画及び立案を実施する。市場分析等をつうじて

立案したビジネス戦略の投資効果、新規性、顧客満足度に責任を持つ。 
 セールス 

顧客における経営方針を確認し､その実現のための課題解決策の提案､ビジネ

スプロセス改善支援及びソリューション、製品、サービスの提案を実施し成

約する。顧客との良好なリレーションを確立し顧客満足度を高める。 
 コンサルタント 

知的資産、コンサルティングメソドロジ（方法論）を活用し、顧客の経営戦

略やビジネス戦略および IT 戦略策定へのカウンセリング、提言、助言の実施

を通じて、顧客のビジネス戦略やビジョンの実現、課題解決に貢献し、IT 投

資の経営判断を支援する。提言がもたらす価値や効果、顧客満足度、実現可

能性などに責任を持つ。 
 IT アーキテクト 

ビジネス及び IT 上の課題を分析し、ソリューションを構成する情報システム

化要件として再構成する。ハードウェア、ソフトウェア関連技術（アプリケ

ーション関連技術、メソドロジ）を活用し、顧客のビジネス戦略を実現する

ために情報システム全体の品質（整合性、一貫性等）を保った IT アーキテク

チャを設計する。設計したアーキテクチャが課題に対するソリューションを

構成することを確認するとともに、後続の開発、導入が可能であることを確

認する。また、ソリューションを構成するために情報システムが満たすべき

基準を明らかにする。さらに実現性に対する技術リスクについて事前に影響

を評価する。 
 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント関連技術、ビジネスマネジメント技術を活用し、

プロジェクトの提案、立上げ、計画、実行、監視コントロール、終結を実施

し、計画された納入物、サービスと、その要求品質、コスト、納期に責任を

持つ。 
 IT スペシャリスト 

ハードウェア、ソフトウェア関連の専門技術を活用し、顧客の環境に最適な

システム基盤の設計、構築、導入を実施する。構築したシステム基盤の非機
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能要件（性能、回復性、可用性など）に責任を持つ。 
 アプリケーションスペシャリスト 

業種固有業務や汎用業務において、アプリケーション開発やパッケージ導入

に関する専門技術を活用し、業務上の課題解決に係わるアプリケーションの

設計、開発、構築、導入、テスト及び保守を実施する。構築したアプリケー

ションの品質（機能性、回復性、利便性等）に責任を持つ。 
 ソフトウェアデベロップメント 

ソフトウェアエンジニアリング技術を活用し、マーケティング戦略に基づく、

市場に受け入れられるソフトウェア製品の企画、仕様決定、設計、開発を実

施する。また上位レベルにおいては、ソフトウェア製品に関連したビジネス

戦略の立案やコンサルテーションを実施する。開発したソフトウェア製品の

機能性、信頼性等に責任を持つ。 
 カスタマーサービス 

ハードウェア、ソフトウェア、施設に関連する専門技術を活用し、顧客の設

備に合致したハードウェアの導入、ソフトウェアの導入、カスタマイズ、保

守および修理を実施するとともに遠隔保守を実施する。さらにＩＴ技術を利

用するための施設建設をサポートする。導入したハードウェア、ソフトウェ

アの品質（使用性、保守容易性等）に責任を持つ。 
 IT サービスマネジメント 

サービスレベルの設計を行い顧客と合意されたサービスレベルアグリーメン

ト（SLA）に基づき、システム運用リスク管理の側面からシステム全体の安

定稼動に責任を持つ。システム全体の安定稼動を目指し、安全性、信頼性、

効率性を追及する。サービスレベルの維持、向上を図るためにシステム稼動

情報の収集と分析を実施し、システム基盤管理も含めた運用管理を行う。 
 エデュケーション 

担当分野の専門技術と研修に関連する専門技術を活用し、ユーザのスキル開

発要件に合致した研修カリキュラムや研修コースのニーズの分析、設計、開

発、運営、評価を実施する。 

 
 レベルは、職種、専門分野においてプロフェッショナルとして価値を創出するために必

要なスキルの度合いを表現しており、7 段階のレベルを設けることで、キャリアパスを明確

にしている。 企業における研修や各種資格もレベルに対応させて作られている（参考文献

[7] IT スキル標準 レベルの概念）。 

 レベル 7（世界で通用するプレーヤ） 
プロフェッショナルとし スキルの専門分野が確立し、社内外において、テク

ノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。市場全体から
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見ても、先進的なサービスの開拓や市場化をリードした経験と実績を有して

おり、世界で通用するプレーヤとして認められる。 
 レベル 6（国内のハイエンドプレーヤ） 

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内外において、テ

クノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。社内だけで

なく市場においても、プロフェッショナルとして経験と実績を有しており、

国内のハイエンドプレーヤとして認められる。 
 レベル 5（企業内のハイエンドプレーヤ） 

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内においてテクノ

ロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。社内において、

プロフェッショナルとして自他共に経験と実績を有しており、企業内のハイ

エンドプレーヤとして認められる。 
 レベル 4（後進育成） 

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキルを活用

することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードするレベル。

社内において、プロフェッショナルとして求められる経験の知識化とその応

用（後進育成）に貢献しており、ハイレベルのプレーヤとして認められる。

スキル開発においても自らのスキルの研鑽を継続することが求められる。 
 レベル 3（独力で遂行） 

要求された作業を全て独力で遂行する。スキルの専門分野確立を目指し、プ

ロフェッショナルとなるために必要な応用的知識・技能を有します。スキル

開発においても自らのスキルの研鑽を継続することが求められる。 
 レベル 2（上位者の指導の下に、要求された作業を担当） 

上位者の指導の下に、要求された作業を担当する。プロフェッショナルとな

るために必要な基本的知識・技能を有する。スキル開発においては、自らの

キャリアパス実現に向けて積極的なスキルの研鑽が求められる。 
 レベル 1（最低限必要な基礎知識を有する） 

情報技術に携わる者に最低限必要な基礎知識を有する。スキル開発において

は、自らのキャリアパス実現に向けて積極的なスキルの研鑽が求められる。 
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( 2 ) IT プロフェッショナルの特徴や魅力 
IT プロフェッショナルの特徴や魅力を伝えるためには、職種全体のことを語るより、実

際に情報産業で活躍している個人の考えや経験の方が学生の心を打ちやすい。実際に就職

活動をしている学生は、企業のホームページに掲載されている先輩社員の記事や、説明会

での対話、OB・OG 訪問など、生の声を重要な判断材料として使用している。 
その中でも、インタビュー対象量が多く統一的なフォーマットとしてまとめられている

「個人キャリアパス事例」について、本研究では取り上げる。 
「個人キャリアパス事例」は情報産業の第一線で活躍されている方々にインタビュー調

査を実施し、プロフェッショナルのリアルな姿や、成功・失敗談などを交えた成長の過程

（キャリアパス）を示したものである。インタビュー対象はITスキル標準フレームワーク

で設定された職種のうち、マーケティングとセールスを除いた9職種、90人である。 

なお、このコンテンツの主な対象は若手技術者であるが、学生にとっても読みやすいも

のとするためにレビューが行われ、そのレビューに報告者も参加している。 

個人キャリアパス事例に掲載されている情報は、インタビュー対象者の個人紹介とキャ

リアパスの事例の2種類に分かれてる（参考文献[8]）。 

 

 個人紹介【図2.9】 

インタビュー調査を基に、名前、顔写真などを掲載し、現在の役職・略歴や、仕事の

魅力、大切にしていることなど、｢現在の個人の姿｣を示す情報を記述したものである。 

 

【図 2.9】個人紹介 

出典：参考文献[9] 個人キャリアパス事例 コンサルタント 
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仕事に対してどのような姿勢で臨んでいるのか、何をやりがいとしているのかなど、IT
プロフェッショナルの考え方が主に記述してある。この紹介文を読むことで、IT プロフェ

ッショナルの視点を通して IT 産業や職種を覗くことができるため、リアルな情報を得るこ

とが可能となる。 

 

 

 キャリアパス事例【図2.10】 

インタビュー対象者が、これまでに歩んできたキャリアパスを図の形で紹介している。

この図では、縦軸にITスキル標準のレベル、横軸に時間をとって、キャリアアップの

様子を示している。 

  

【図 2.10】キャリアパス事例 

出典：参考文献[9] 個人キャリアパス事例 コンサルタント 

 

この図には、学校での専攻、1 年目から今までに与えられた仕事内容、各仕事を通して学

んだこと、失敗や苦労したこと、転機となったできごと、今後の目標など、数多くの情報

が含まれている。IT プロフェッショナルが社会人として経験したことや考えたことを時系

列に沿って紹介してあるため、生身の人間が成長していく様子を想像しやすくなっている。 
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2.4 情報系学生における将来目標情報入手の課題 
 
（ 1 ）IT プロフェッショナルの職種と必要なスキルに関する情報 
IT スキル標準フレームワークは、高度 IT 職種や必要なスキルについて理解するのに効果

的な情報源となる。しかし、学生がこのフレームワークに触れる機会はほとんどないため、

認知度が高いとは思えない。 
 
（ 2 ）IT プロフェッショナルの特徴や魅力に関する情報 
個人キャリアパス事例は、学生にとって IT 人材像の情報を得るための有効な情報源にな

る。しかし、積極的に公開をしていないため認知度が低く参照されにくい状態にあること、

キャリアパス事例は情報が多いことが長所であるが、情報たくさん詰め込んであるがゆえ

に文字数が多く、学生が自ら進んで読むには敷居が高くなってしまっていることが、問題

点としてあげられる。 
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第 3章 将来目標設定のための情報共有の方式 

 
 
3.0 マーケティングの消費者行動モデルからみた学生の情報収集活動 
 
潜在的に目標を持ちたいと思っている学生は多いが、そのために何をすべきかわからず

動けずにいる場合は少なくない。そんな学生に、目標を設定するために必要となる情報を

提供し、最終的には自主的に行動できるような行動モデルを、マーケティングで用いられ

ている AISAS モデルに適合させて提案する。 
 従来、企業が消費者にプロモーションする際に用いられた行動モデルとしては、AIDMA
モデル（注目→興味→欲求→記憶→購買）と呼ばれる、消費者個人で完結されたモデルが

主流であった。しかし、インターネットの普及に伴い、消費者同士が積極的に情報を交換・

共有することが可能になったことで、AISAS モデル（注目→興味→検索→購買→情報共有）

が成立されると言われるようになった（参考文献[10]）。このモデルでは、消費者同士が購

買した商品に関する情報を共有することで、新たな興味や検索、購買行動へと繋げていく

ことができ、消費者の自主的な行動を促進することが可能となる【図 3.1】。 

 
【図 3.1】マーケティングにおける消費者行動モデル 

出典：参考文献[11]（AISAS の法則とは） 
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  AISAS モデルにおける消費者を学生、購買を IT 人材像の情報を得ることと定義し、目

標を設定するための学生の理想的な心理モデルとその誘導方法を次のように表した。 
 

 
【図 3.2】学生の理想的な心理モデルとその誘導方法 

 
図 3.2 の左側は IT 人材に対する理解を深めるための、学生の理想的な心理の流れをモデ

ル化したものである。このモデルの流れに沿って学生が行動すれば、IT 人材について理解

を深めることができる。しかし、多くの学生が何の仕掛けもなく自然とこのように行動す

ることは考えにくい。そのため、理想的な心理モデルに誘導するための方法として、右側

にある誘導モデルを提案する。 
 
誘導モデルの流れは以下の通りである。 
 

 Attention（注目） 
まず IT 人材について注目してもらうために、学生に高度 IT 人材と呼ばれる存在やそ

の職種、仕事内容など IT 人材に関する基本的な情報と、IT 人材の個別事例を説明する。

このとき使用するコンテンツは 2章で紹介した IT スキル標準フレームワークと個人キ

ャリアパス事例である。 
 Interest（興味） 

次に、IT 人材に興味・関心を持ってもらう必要がある。このとき、文章から情報を得

るだけでなく、第一線で活躍するプロフェッショナル本人から直接話を聞くことが効
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果的である。直接対話することで、高度 IT 人材が決して遠い存在ではなく、手の届く

身近な存在として学生に捉えてもらうことができ、リアルな実感として彼らと学生自

身の距離を測ることができるようになる。 
 Search（検索） 

関心を持った職種や人材像をきっかけにして、より詳しく、もしくは別の観点から情

報を得られる場所（企業ホームページ、講演会、説明会、インターンシップ等）を探

す。この行動へ確実に誘導するために、学生に IT 人材像検索の課題を出す。 
 Action（購買） 

IT 人材像に関する情報を得たことを可視化するため、Search（検索）において調べた

成果を記事としてまとめ、提出を求める。 
 Share（共有） 

取得した情報や感想を個人の中で完結させるのではなく、知識として共有することで、

学生相互に関心を高め合うための仕掛けを作る必要がある。本研究では、IT 人材像の

知識を共有するための方法として、wiki を作成した。他の学生が得た情報を、wiki に
掲載された記事を読むことで共有する。 

 
このモデルにより学生の心理を理想的な流れに誘導し、IT 人材に関する調査活動を啓発、

最終的には学生が自ら情報を調査、活用して目標設定を行うことを目指した。 
 
 
3.1 人材モデルの紹介 
 
人材モデルの情報として、第 2 章で取り上げた IT スキル標準フレームワークと個人キャ

リアパス事例を紹介した。IT スキル標準フレームワークは情報サービスに関わる市場に必

要な専門職種とスキルを一覧化したもので、IT 職種の立ち位置について理解するのに最適

である。個人キャリアパス事例は、IT 産業において現役で活躍している 90 名のプロフェッ

ショナルにインタビューした IT 人材データベースとなっており、IT 人材個人の魅力やキャ

リアパスについて調査する際の有益なコンテンツである。しかし、公開場所が限られてい

ることもあり、学生にとって知名度は低くなっている。 
両コンテンツが学生にとって役に立つ情報であると予想し、指導教員に 2010 年度前期の

講義内で紹介、説明をしていただき、学生の反応を調べた。 
調査対象は主な対象として、静岡大学情報学部の情報システムプログラム（IS プログラ

ム）に所属する 2 年生 77 名を設定した。IS プログラムには、理科系入試を経て入学した学

生と文系入試を経て入学した学生の双方が存在する。更に参考として、同学部 3年生 57名、

同大学大学院情報学研究科 1年 19名、津田塾大学 3・4年生 29名への調査を加えて行った。

合計 182 名に及ぶ。個人キャリア事例に掲載されている事例のうち、コンサルタント、IT
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アーキテクト、ソフトウェアデベロップメント、プロジェクトマネジメント、アプリケー

ションスペシャリストの 5 職種、計 12 名のプロフェッショナルについて紹介した。得られ

た反応に関しては 4 章で述べる。 
 
 
3.2 直接対話イベントの開催 
 
学生の関心を高めるためには、IT プロフェッショナルと直接対話し、彼らを身近な存在

として感じてもらう必要がある。3.1 の人材モデル紹介の感想でも、彼らに会って実際に話

を聞いてみたいという感想が多くみられた（詳しくは 4.1 で述べる）。そこで、IPA の協力

の下、IT プロフェッショナルとの直接対話イベントを開催した。 
対象学生は、人材モデル紹介で主な対象とした学生のほとんどが履修している「情報サ

ービス事例（静岡大学情報学部で開講）」の 2010 年度受講者とし、人材モデル紹介で学生

の興味の高かったコンサルタント、IT アーキテクト、プロジェクトマネジメントから各 1
名ずつ、計 3 名のプロフェッショナルに講演をお願いした（当初、アプリケーションスペ

シャリストも 1 名お願いしたが、体調不良により当日欠席であった）。 
イベントは 2 部構成とし、3 名のプロフェッショナルによる全体講演と、3 職種に分かれ

て学生と直接対話できる個別セッションを行った【図 3.3】。個別セッションでは湯浦研究

室の大学院生や学部 3,4 年生が進行役としてコーディネータを担当した。 
 

日時 2010.11.19 

場所 静岡大学情報学部 情 13 教室 

プログラム 

   14:30－14:40   あいさつと全体の紹介 

   14:40－16:10   IT プロフェッショナル全体講演（山中、曽和、斎藤） 

   16:10－16:20   休憩 

   16:20－17:00   個別セッション -3 職種に分かれて学生と対話- 

           来訪したプロフェッショナル 

           + コーディネータ（静大大学院生など） 

           + 静大生 

   17:00－17:20   個別セッションまとめ（コーディネータ） 

   17:20－17:35   クロージング 

【図 3.3】直接対話イベントプログラム 
 
イベントに参加していただいたプロフェッショナルは、コンサルタントの山中義史氏（ア

ビームコンサルティング）、プロジェクトマネジメントの曽和和子氏（日本 IBM）、IT アー

キテクトの斎藤岳氏（日立製作所）の 3 名である【図 3.4】。3 名はいずれも、2.3 で述べた
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個人キャリアパス事例に登場する人物である。 
 

 
【図 3.4】イベントに参加したプロフェッショナル 

 
講演・議論の内容として、事前に次のような項目を設定し、話題を準備していただいた。 
 

 4 職種共通項目 

− 経歴と現在の仕事の概要 

− 仕事をするうえで一番大切にしていること 

− これまで一番苦労または努力したこと 

− これからどういうスキルを向上させたいか/どういう立場になっていきたいか 

 コンサルタント（CONS） 

− ビジネスと技術の両方を修めていくコツ 

− コンサルする（教える）立場には誰でもなれると思うか 

 IT アーキテクト（ITA） 

− ITA は、立場や能力の上で普通の SE や PM と何が違うのか 

− ITA は、建築家のように自分の作風を築き記名して作品を誇るようになると思うか 

 プロジェクトマネージャ（PM） 

− 情報システムの仕事のなかでは、どういう点でマネジメントが重要か 

− 利害や意見の対立があったときに、どうやって解決していくか プロの技はあるのか 

 アプリケーションスペシャリスト（APS）（当日欠席） 

− 自分のアイディアを提案して、顧客の要求仕様に反映させることはできるか 

− APS のスキルをもとにして、どんな将来が可能と思うか 
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全体講演で話していただく 4 種共通項目では、経歴や現在行っている仕事の説明、今後

の目標などキャリアパスをイメージできるような項目と、仕事に対する考え方や今までの

苦労と努力など学生が憧れや共感を抱くことができるような項目を挙げた。 
個別セッションでは、各職種の魅力や必要とされるスキルについて、学生が興味を持ち

そうなことや、実際の仕事内容について踏み込んで議論するために有効となるような質問

項目を、各職種 2 つずつ例示した。 
学生から得られた反応に関しては第 4 章で述べる。 

 
 
3.3 人材モデル情報共有のための wiki 作成 
 
誘導モデルの Search（検索）、Action（購買）で課した人材像に関する調査記事をまとめ、

情報共有する手段として wiki を作成した。 
 
（ 1 ）人材像検索の課題について 
イベント終了 1 ヶ月後、直接対話イベントに参加した学生に IT 人材像について各々一人

ずつ調査し、記事にして提出するよう求めた。調査対象は興味を持った IT 人材、調査方法

は企業のホームページに掲載されている社員情報やインタビューなどとし、情報入手元は

明記するよう指示した。調査項目は、名前、所属、職種、社会人経験年数、などの人材に

関する基本的な情報（必須項目）の他に、直接対話イベントの感想で多く取り上げられて

おり、学生が興味を持つポイントとなると判断した、経歴、業務内容、やりがい、仕事へ

の姿勢/考え方、転機、私生活、今後の目標、そしてその人材に対する自分の感想とした【図

3.5】。同時に、記事につけるタグも同時に挙げてもらった。タグについては後述する。 

 
【図 3.5】記事素材テンプレート 
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（ 2 ）wiki について 
学生から提出された記事を素材とし、wiki を作成した（IT 人材像@wiki：

http://www22.atwiki.jp/itjinzaizou/）。wiki とは、ウェブブラウザを利用して、情報を共有

するために使われるツールである。ここでは wiki 作成の基盤として、無料 wiki レンタル

サービスの@ウィキ（アットウィキ、参考文献[12]）を使用した。@ウィキを使用した理由

は、各記事にタグをつけることができるため記事の整理や分類が容易であること、プラグ

イン機能を使って記事に投票フォーム、コメントフォームを実装できることである。 
 

 

【図 3.6】IT 人材像＠wiki トップページ 
http://www22.atwiki.jp/itjinzaizou/ 

 
学生から提出された記事素材を wiki に登録し、約 80 名分の記事を作成した【図 3.6】。 
記事名は『調査した人材像の名前（所属企業）』をテンプレートとし、万が一重複した場

合は記事名の末尾にナンバリングすることで、同一人物に対する記事を複数の視点で作成

できるようにした。このとき、各記事にリンクを貼り合って比較できるよう整理してある。 
実際に登録した記事は【図 3.7】のように表示される。 

http://www22.atwiki.jp/itjinzaizou/
http://www22.atwiki.jp/itjinzaizou/
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【図 3.7】Wiki 掲載記事一例 
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それぞれの記事には、タグをいくつも付けることができる。これにより、多様な検索が

可能となる。人材像調査の課題で記事作成のために例示したタグは【図 3.8】の通りである。 
 

 
【図 3.8】タグ一例 

 
所属は企業名とし、企業名によるタグ検索を可能にした。職種は IT スキル標準により定

められた 9 職種を半角英数の略称で記述することとした。この職種と社会人経験年数タグ

は、それぞれ職種一覧ページと社会人年数別一覧ページの作成を可能にするためのもので

ある。他にも経歴や仕事への姿勢、その他キーワードとなりそうなものをタグとして挙げ

てもらえるよう例示した。 
実際に学生が自分の記事につけたタグは多種多様にわたり、合計 300 を超えた【図 3.9】。 

 
【図 3.9】登録タグ一覧 
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本Wikiでは、学生が自身の興味に合った魅力的な人材像に関する記事を検索できるよう、

多様な検索方法を実装した。 
 
 職種一覧 

IT スキル標準フレームワークにより定義された職種の分類を使用し、それ以外の職種

や、どの職種に分類できるかわからないものには「その他の職種」タグをつけて分類

したもの。 
 社会人経験年数別一覧 

5 年ごとに区切って分類したもの。若手やベテランなど年代別の人材像について調べた

い人向けに作成。 
 主なキーワード一覧 

wiki 内の記事に登録されたタグのうち、登録数が多いもの、もしくは検索に役立ちそ

うなキーワードをピックアップしたもの。現在は、プロジェクト、コミュニケーショ

ン、転職、留学、育児、文系、ベンチャー、代表取締役の 8 つのキーワードをピック

アップし、関係するタグが登録してある記事の一覧を表示してある。 
 タグ一覧 

wiki 内の記事に登録された全てのタグを一覧表示したもの。登録されている数が多い

ほど大きな文字で表示される。学生が気になったキーワードから人材像を検索できる

ようにしてある。 
 ランキング 

各記事の累計アクセス数をランキング形式で表示したもの。多く閲覧されている人気

の記事が一目でわかるようになっている。 
 
 
各記事にはその記事に対する反応や感想を気軽に残せるように、投票フォームとコメン

トフォームを設置してある【図 3.10】。 
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【図 3.10】投票・コメントフォーム 

 
投票フォームで投票する項目は、「この人物像に憧れる」、「この人物像に共感する」、「こ

の記事が役に立った」の 3 つである。最後の項目は記事全体の完成度や記事作成者の感想

が役に立ったかどうかの項目であり、記事作成者への評価となる。人物像に対する 2 つの

評価の相違点は、自分にないものを持っていて憧れるのか、考え方が自分と近くて共感す

るのかの違いであり、前者は高みにある目標、後者は身近な存在としての目標となりうる。 
コメントフォームは、閲覧者同士、または閲覧者と記事作成者が自由に意見を交わすこ

とで、新たな発見や興味を持てるよう設置した。 
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第 4章 情報共有方式の評価 

 
この章では、3 章で行った三つの事例に対する評価を行う。 
 

3.1 人材モデルの説明           ⇒  4.1 人材モデル紹介の反応と評価 
3.2 直接対話イベントの開催        ⇒  4.2 直接対話イベントの反応と評価 
3.3 人材モデル情報共有のための wiki 作成  ⇒  4.3 wiki の評価 

 
以上のように対応して記述する。 
 
 
4.1 人材モデル紹介の反応と評価 
 
人材モデルの紹介を行い、レポートとして感想を提出してもらった。レポート内では興

味をもった職種とその理由、全体の感想を記述するよう指示した。 
興味を持った職種では、所属によってばらつきはあったものの、全体ではコンサルタン

ト（CONS）が一番人気となった【図 4.1】。特に学部 2 年生と津田塾大学での人気が高く

なっている。コンサルタントに興味を持った理由としては、業界を横断して活躍できるこ

と、社会や産業、企業に大きな影響を与えることができ、やりがいがあること、実力本位

で活躍できることなどが挙げられていた。他の職種に比べると技術的要素が比較的薄く、

女性も多く活躍していることが興味を持ちやすく、人気の理由の一つのように思える。 
それに対して学部 3 年生と大学院 1 年では、スキルが生かせるかどうかを重視して職種

に注目した学生が多く、技術的な職種が人気となった。 
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Q. 興味を持った職種は 

 

 

 

 

【図 4.1】人材モデル紹介の感想アンケート結果 
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全体の感想をまとめると、大きく分けて次のような 4 つの意見がみられた。 
 
①IT 産業や職種の情報についてあまり触れてこなかったため、参考になった 
情報系の学部に所属していながらも、IT 産業や職種について今まで触れることのなかっ

た学生が多く、今回の人材モデルの紹介が参考になったという意見が多かった。以下、学

生から寄せられた感想より抜粋。 

 情報と関われる仕事ってどんなことがあるのだろうと３年次から思っていたの

で、出来ることなら去年に受講したい授業だった（津田塾大） 
 今まで意外にこのように IT に関する職業を各種扱う様な講義がなかったため、と

ても新鮮だったし、将来について色々考えさせられるいい機会になった 
（情報学部 2 年） 

 
②IT 産業や職種のイメージが変わった 
 学生が頭の中で想像していた IT 産業や職種について、いい意味でイメージが変わったと

いう声が多かった。以下、学生から寄せられた感想より抜粋。 

 今の IT 業界は、深い専門知識や高いスキルを持った人材がもちろん求められるの

であろうが、それらがなくても、高い人間力やコミュニケーション能力を持って

いれば活躍できるのだということを知って、とても興味深いと感じた 
（情報学部 2 年） 

 自分のなかでは IT 系のイメージは堅いイメージぐらいしかなかったが、この説明

をみて、日常生活で使われている便利なものの裏側で IT が活躍しているというこ

となので、IT が少し身近に感じた（情報学部 2 年）  

 
③IT 産業や職種に魅力を感じた 
 特に個人キャリアパス事例に掲載されている IT人材個人の経験や考え方から威力を感じ

た学生が多いようであった。以下、学生から寄せられた感想より抜粋。 

 業界内だけでなく、銀行や建設など様々な業界の人と一緒に仕事をし、その業界

の仕組みや考え方を見て経験することができるという点は IT業界のとても大きな

魅力の一つだと感じた（情報学部 2 年） 
 この業界は、年齢に関係なく、経験がなくても、やる気と好奇心、そして実力で

生き残れるのだと知り、改めてこの業界の良さを知れた気がします（大学院 1 年） 

 
④実際に会ってみたい 
 個人キャリアパス事例から得られる情報以外にも、直接話をすることでより多くの情報

を得たいと感じた学生が多くみられた。以下、学生から寄せられた感想より抜粋。 
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 講義でもらったプリントのＩＴプロフェッショナルの人のような話を直接伺える

機会があったらいいなと思います（情報学部 3 年） 

 
 
①～③の感想に表れているように、今回の人材モデルの紹介により IT 人材についての 

注目（Attention）を学生から得ることができたといえる。さらに、④は AISAS モデルの

Search にあたる検索行動へと繋げることができる興味である。この興味をより大きなもの

へと発展させるため、直接対話イベントへと繋げていった。 
 
 
4.2 直接対話イベントの反応と評価 
 
今回のイベントで一番印象的であったことは、学生と IT プロフェッショナル、両者の顔

が生き生きとしていたことである。受け取る側だけでなく、伝える側も気持ち良く話すこ

とができる。これはイベントが充実したものになるための成功条件の一つであると言える

ので、今回のイベントは両者にとって有意義なものになったと確信している。 
 

 
【図 4.2】全体講演の様子 
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今回のイベントの様子や感想で特徴的であったことは以下の通りである。 
 
・質問が多かった 
普段の講義ではおとなしくあまり発言しないような学生達が積極的に議論や質問を行い、

プロフェッショナルから少しでも多く情報を得ようとしている様子がみられた。当初予定

していた時間を過ぎても、個別セッションでのやりとりは途切れることなく盛り上がって

いたため、時間を少し延長する措置をとった程である。個別セッション内は約 1 時間にわ

たって行われ、多い所では時間内に 16 もの話題について質問が挙がっていた。それでも話

し足りないと感じたのか、後日提出してもらった感想レポートでもプロフェッショナルに

対する質問は数多く寄せられていた。 
 当日やりとりされた質問内容もバライティーに富んでおり、職種特有のスキルについて

の質問や社会人として成長した様子を聞く質問、学生時代や就職活動に関する質問、育児

や休暇など私生活に関する質問、業界でホットな話題、更には日本企業の成長に関するも

のまで幅広く議論が行われた。 
 

個別セッションで行われた質問と回答（一例） 

Q.ヒューマンスキルが重要といったが、具体的に上げるコツはあるのか（PM 曽和氏） 
最初の 10 年間はもやもやしていた。自分はヒューマンスキルに長けておらず、我の

強いワガママな人間だった。しかし出産育児を経て、3 人の子供を育てたことが、自己

中心的な営みから、相手を見て何を考えているか考えることをするようになった。プ

ロとしての話をすると、ロールモデルといい、自分もああなりたいという人をイメー

ジする。自分には 5 人ぐらいロールモデルがいて、難しい場面になったとき「その人

ならどういう交渉術を使うだろうか？押すだろうか退くだろうか？どんなキーワード

を使うだろうか？」というのを考えるようにして、自分だけではなくて自分が尊敬す

る人のヒューマンスキルをいくつか持ち、なるべくそれを真似る、照らし合わるなど

して、今ならこのやり方がいいかな？と真似るようにしている。毎日、いつでもする。

自分が失言した時にうまくカバーしてくれるロールモデルの一人である専務などから

も毎日学ぶ。 
 

Q.コンサルする立場は誰でもなれるのか（CONS 山中氏） 
学生「資格はいらないけど、信頼に値する何かが欲しいのでは？一見学歴が重要そ

うに見えるが・・・」 
誰でもなれる！と思います。ただ「向いている力」は存在する。考える力、書く力、

話す力のような地頭の良さ。これらはすでにベースはあるだろうし、入社後、伸ばす

ことができる。あと、学卒でも院卒でも、コンサルに即戦力はいないからもちろん入

社２～３年は能力が足りなくて悔しい思いをする。そんな状況でいかに早く成長し、
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表に出せるのか、努力できるかというハングリー精神も大事。最後に愛嬌！！場の雰

囲気を作れる人！ 

 

 
【図 4.3】個別セッションの様子（コンサルタント） 

 
・IT プロフェッショナルを身近に感じることができた 

IT プロフェッショナルが彼ら自身の言葉で、今まで経験したことや仕事に対する考え方、

私生活について話しているのを聞いて、共感や親近感を覚え、身近に感じたという声が多

かった。前述のように質問が多く挙げられたのも、プロフェッショナルが手の届かない存

在ではなく、目の前で話をしてくれる身近な存在として学生が感じることができたためと

捉える事が出来る。学生側の感想でも、 

 IT プロフェッショナルとはいうものの、必ずしも技術面で優れていたり、専門の

知識が最初から備わっていたわけではないということがわかり、より身近な存在

に感じることができた。 
 サッカーが趣味であるということを聞いて、親近感を覚えた。 
 仕事をする姿勢として向上心をもつこと、辛いことから逃げないことが大切であ

ると述べていらっしゃることが共感できた。 
 コンサルタントの山中義史さんの話は、自分と同じであまりこの世界に詳しくな

かったと聞いて共感を抱けた。 

などというように、今までより身近な存在として感じることができたという記述が多くみ

られた。山中氏も個別セッションの中で「みんなが思っているより、コンサルタントは身

近。入った中でいかに成長するかが大切！」ということを何度も強調していた。 
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・魅力を直に感じることができた 
イベントに参加してくれた IT プロフェッショナル個人の魅力はもちろん、彼らの職種に

ついても、直に話を聞くことで魅力を感じることができたという意見が多くよせられた。 
以下感想から抜粋。 

 仕事への情熱がひしひしと伝わってきて、使命感を持って本当に充実したビジネ

スライフを送られているのだと思いました。  
 どのプロフェッショナルの方々も共通して広い視野と高い志を持っていました。

自分の技術や能力に絶対の自信というほどでもないが、ある程度の経験を積み評

価を得て結果を出しているため、それを武器にしている姿がとてもかっこいいと

思いました。  
 山中さんの話を聞いて、お客さんの一言にひどく落胆したり、一言でとても勇気

づけられたり、IT 産業の仕事でも、お客さんのため、という仕事ができるという

ことを知り、とても魅力的な職業だと感じた。 
 コンサルティングを行っていく上でのプロ意識といった面やその他のマインドに

共感を得るものが多く、個人的に非常に魅力的に感じました。 

 
 
今まで想像の域を出なかった IT プロフェッショナルという存在が目の前に現れて、彼ら

の言葉で大学時代の様子や仕事での失敗談を含めながら自身の仕事について熱く語ってい

る姿に、学生は強い関心を示した。今回のイベントにより、IT プロフェッショナルは手の

届かない遠い存在ではなく、身近な存在として魅力を伝えることができた。 
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4.3 Wiki の評価 
 
記事は職種、社会人経験年数ともにバランスよく集まり、中には代表取締役や転職、育

児、ベンチャー、留学、身体障害など多彩なキーワードを持った人材も含まれていたため、

横断的でバラエティに富んだ wiki を作成することができた。 
wiki 評価に当たり、記事作成に協力してもらった学生約 80 名に作成した wiki を使って

もらい、どのような行動を示すのか調査した。講義内で行ったため調査時間は約 30 分間で

ある。 
 

（ 1 ）寄せられた記事について 
 学生から提出された人材像の職種分布は、コンサルタント 22 名、IT アーキテクト 7 名、

プロジェクトマネジメント 13 名、IT スペシャリスト 12 名、アプリケーションスペシャリ

スト 7 名、ソフトウェアデベロップメント 1 名、カスタマサービス 1 名、IT サービスマネ

ジメント 2 名、エデュケーション 3 名、その他の職種（IT スキル標準の分類外、もしくは

未分類）15 名となった（付録 1 職種一覧画面）。人物モデル紹介の感想でも一番人気があ

ったコンサルタントの記事が一番多くなっている。社会人経験年数分布も、若手から中堅、

31 年以降にいたるまでバランスよく集まった（付録 2 社会人経験年数一覧画面）。外国人

起業家や IT 雑誌の編集者など報告者が予想もしていなかった記事もあり、読みごたえのあ

るコンテンツとなった。 
 人材像に関する記事作成者の感想項目では、人物像の特徴や魅力となるポイントや、調

査した学生の素直な感想が記述されていたため、閲覧者が記事に共感しコメントする際の

手助けとなっていた。 
 

（ 2 ）wiki の動作について 
調査では 80 名が同時に集中してアクセスしたため、コメントや投票に伴う記事更新のタ

イミングが重なってしまい、再投稿を要求される事例が数多く報告された。しかし、今回

のように短時間に大人数が集中して記事編集を行うことは特例で、通常使用する分には問

題がない。短時間に大人数が集中して編集を行う際には、更新タイミングが重複する可能

性があることを伝え、コメントの控えを取っておくよう指示することで解決できる。 
 

（ 3 ）記事検索方法について 
学生がどのように記事を検索していくか、検索ページにアクセスカウンターを設置し参

照数を調べた。最も参照数が多かった検索ページは「職種一覧」であり、興味のある職種

から人材像について調べる学生が多いことがわかった。続いて「社会人経験年数別一覧」「主

なキーワード別一覧」がほぼ同数となり、「タグ一覧」は参照数が最も低くなっていた。こ

の順は wiki の左に表示されているメニューの表示順と同じになっているため、単にメニュ
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ー最上部にある「職種一覧」のアクセス数が最も多く、最下部の「タグ一覧」が最も少な

くなってしまったとも考えられる。 
 

（ 4 ）投票、コメントについて 
 投票、コメントは匿名でできることもあり、積極的に行われた。調査終了後も記事閲覧

者による投票は続いている。特殊な経歴やキーワードを持った人物や、記述内容が充実し

ている記事に、投票やコメントが多く集まっていた。コメント内容としては、「人物像の考

え方に共感や憧れを抱いた」、「仕事内容を理解できた、興味を持った」、「キーワードに関

して自分はこう思う」、「人物、職種、キーワードについてもっと深く知りたい」など、閲

覧者の感想や疑問が気軽に投稿されていた。 
 

（ 5 ）情報共有後の行動について 
Wiki により情報共有をした後、次の行動（Search）へと繋がっているかを把握するため

の仕掛けを本研究では行っていない。そのため、情報共有後に学生がどのような行動を行

っているのかわからない。閲覧したことで満足し、そこで行動が終わってしまっている可

能性もあれば、新たな興味が生まれ検索行動（Search）へと心理モデルが上手く流れてい

る可能性もある。この情報共有後の行動を管理できるようにすることが今後の課題である。 
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第 5章 結論 

 
 
5.1 結論 
 
本研究では、高度 IT 人材を目標として設定するために必要となる情報に対し、情報系学

生が自主的に調査し理解を深めることを可能とする情報共有方式を提案した。この際、学

生の情報収集活動をマーケティングの消費者行動モデルである AISAS モデルに対応させ、

学生の心理を理想的な流れに誘導することを目指した。提案モデルに基づき、静岡大学情

報学部の 2 年生を対象として、情報共有への誘導を行った。 
 注目を得るために行った人材モデルの紹介では、使用した IT スキル標準フレームワーク

と個人キャリアパス事例の認知度や理解度が元々低かったこともあり、両コンテンツを提

供、説明することで、学生は IT 職種や人材についての理解を深めることができた。 
 次に行った直接対話イベントでは、高度 IT 人材は決して遠い存在ではなく、手の届く身

近な存在として学生に印象付けることができ、強い興味を得ることに成功した。 
 その後、興味を維持させたまま検索行動へと導く課題を出し、成果物をまとめた wiki を
閲覧させ互いに評価、感想を述べ合うことで情報を共有した。 
全体の施策を通して、学生の心理を理想的な流れへ導く誘導モデルは、注目から共有ま

での過程において効果を発揮したと考えている。 
 
5.2 今後の課題 
 
本研究で提案した誘導モデルでは、AISAS モデルの一通りの流れに沿って学生の心理を

誘導することができた。しかし、共有から再び検索へとループさせるための誘導を行って

おらず、現状ではモデルに沿って上手く回りきれていない。情報を共有した後、再び検索

→購買へと行動を誘導するための新たな興味となるキーワードをどのように作り出し印象

付けるか、そして取得した情報を共有したいと思わせる動機付けをどう与えるのかが今後

の課題となる。 
また、誘導モデルで興味を得るために重要な役割を果たした直接対話イベントが今回成

功したのは、IPA の協力で人材紹介や資金提供などの支援をしていただけたこと、授業内に

行ったため学生を集めることが容易であったこと、この二つの恩恵によるところが大きい。

本研究で提案した情報共有方式に一般性を持たせるためには、直接対話イベントの開催方

法を工夫してイベント開催のハードルを下げること、もしくは直接対話イベントの代替手

段を考える必要がある。



- 42 - 
 

 

謝辞 

 
 
本研究は、静岡大学情報学部情報社会学科湯浦克彦教授のご指導のもと、行うことがで

きました。湯浦教授には、研究面でのご指導のみならず、本論文の執筆にあたって熱心か

つ懇切丁寧なご指導をしていただきました。この場を借りて心より厚く御礼申し上げます。 
また、研究内容についてのご助言をいただきました、静岡大学情報学部情報社会学科 

淺間正通教授に深く感謝の意を表します。 
提案モデルの実施に当たって、講演実現にご協力いただいた情報処理推進機構薬野麗氏、

講演をしていただいたアビームコンサルティング山中義史氏、日本 IBM 曽和信子氏、日立

製作所斎藤岳氏には深謝申し上げます。また、提案モデルの被験者としてご協力いただい

た 2010 年度静岡大学情報学部 2 年生、3 年生の皆様、大学院 1 年生の皆様、津田塾大学 3
年生、4 年生の皆様に心より御礼申し上げます。 
本研究を進めるにあたり、共に悩み、共に励まし合いながら切磋琢磨した湯浦研究室 4

年生の皆様に深く感謝いたします。 
最後に、私の大学生活の 4 年間を絶え間なく経済的、精神的に支援し続けてくれた家族

に心より感謝申し上げます。



- 43 - 
 

 

参考文献 

 
 
[1] 「高度 IT 人材の育成について」（PDF） 

http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/forum/kodo-it-material/yahiro.pdf 
[2] 静岡大学情報学部ホームページ ≫ 学科・カリキュラム ≫ プログラム制 

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/courses/3programs.html 
[3] 「IT 人材市場動向調査 調査報告概要版 No.3」(IPA,2009.3.27) 

http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/jinzai_report2008_3.zip 

[4] 「IT スキル標準に準拠した大学カリキュラムの改善」（河原崎徹,静岡大学,2009） 
[5] IT スキル標準に関するご紹介 

http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itss2.html 
[6]  「経済産業省 IT スキル標準 v3」（PDF）（IPA,2008） 

http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/V3_2008data/Skill_Stds4IT_Pro_V3_2008_PDF.zip 
[7] IT スキル標準 レベルの概念 

http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itss7.html 
[8] モデルキャリア図の策定（PDF） 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/k_pdf/31-2.pdf 
[9] 個人キャリアパス事例 コンサルタント（PDF） 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/k_pdf/31-3.pdf 
[10] 「顧客接点のマーケティング」（恩藏直人 井上順子 須永努 安藤和代,千倉書房,2009） 
[11] AISAS の法則とは 

http://4plus.jp/website/website02.html 
[12] @wiki（アットウィキ）無料 wiki レンタルサービス 

http://atwiki.jp/ 

http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/forum/kodo-it-material/yahiro.pdf
http://www.inf.shizuoka.ac.jp/courses/3programs.html
http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/jinzai_report2008_3.zip
http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itss2.html
http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/V3_2008data/Skill_Stds4IT_Pro_V3_2008_PDF.zip
http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itss7.html
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/k_pdf/31-2.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/k_pdf/31-3.pdf
http://4plus.jp/website/website02.html
http://atwiki.jp/


- 44 - 
 

 

付録 

 
 
IT 人材像@wiki 画面 

付録 1 職種一覧画面 ―――――――――――――――――――――――――――― 45 
付録 2 社会人経験年数別一覧画面 ―――――――――――――――――――――― 46 
付録 3 主なキーワード別一覧画面 ―――――――――――――――――――――― 47 
付録 4 ランキング画面 ――――――――――――――――――――――――――― 48 



- 45 - 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録 1 職種一覧画面
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付録 2 社会人経験年数別一覧画面 
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付録 3 主なキーワード別一覧画面 



- 48 - 
 

 
 

付録 4 ランキング画面 


	出典：参考文献[5]  ITスキル標準に関するご紹介

