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自社の強みと
12の選社基準を知る01

経営者や採用担当者はあらかじめ、

候補者が就職先企業を選ぶ際のポイントを知っておく必要があります。

この就職先企業を選ぶ際のポイントを「選社基準」と呼びます。

欲しい人材を確実に採用するためには、候補者の選社基準と

あなたの会社の魅力や強みを重ねてみて、それらがマッチしているかどうかが重要です。

選社基準は3つのカテゴリーに分けられ、全部で12個あります。

「変わりづらいもの」とは、その企業に入ったらずっと付き合っていくものです。

具体的には次の5つが挙げられます。

選社基準カテゴリーA 「変わりづらいもの」

採用において、企業側が最も重視しなければいけないのが、いかに学生から「変わりづらいもの」に共感してもらえるかどうか、ということ 

です。この 5 つの基準は、入社したらずっと共にしなければならないものです。「ミッション・ビジョン」とは、つまり企業の存在意義や、 

社会で何を果たしたいかということなので、時代の変化とともに多少の文言は変化したとしても、大筋は変わりません。ミッション・ビ ジョ

ンをはじめとして、「変わりづらいもの」に共感を得て入社意思を示してもらえれば、内定辞退を防げるだけでなく、入社後の定着率も 高

めることができます。

ミッション・
ビジョン

経営者
事業内容
（業界）

商品・
サービス

社風・
文化

候補者が就職先企業を選ぶときのポイント＝“選社基準”
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自社の強みと
12の選社基準を知る

「変わりやすいもの」とは、市場や企業の状況によって常に変化するものです。

選社基準カテゴリーB 「変わりやすいもの」

この「変わりやすいもの」に魅力を感じて入社すると、仕事内容や勤務形態が変わった場合に、離職の原因となり得ます。そのため、採

用活動においては、12 個の選社基準の全てを打ち出そうとするのではなく、A の「変わりづらいもの」に焦点を当てることをお勧めしてい

ます。

仕事内容 勤務地 社員

「変えていけるもの」とは、自分の意思と行動で良いほうにも悪いほうにも変えていけるものです。

具体的には次の4つが挙げられます。

選社基準カテゴリーC 「変えていけるもの」

この「変えていけるもの」は、一般的に会社から与えられるものと認識されているケースが多いのですが、実際は入社した後に社員自身が

仲間と一緒に創出していくものです。例えばやりがいについても、「やりがいのある仕事」というものは存在せず、「自分で仕事に意義

をいかに見出すか」でしかないのです。会社から与えられるものである、という誤解を解き、どれも入社後に自分の行動や意思によって変

えていける、ということを気づいてもらうと同時に、その見通しが持てる企業はどこなのかといった視点で会社を選ぶ大切さを候補者に伝

えてあげてください。

01STEP

成長性
（キャリア）

やりがい
規模

（知名度や社員数）

待遇
（報酬や福利厚生）



自社の強みと
12の選社基準を知る

自社の「変わりづらいもの」を明確にする

01STEP

たった 5 つの問いですが、これらを明確にしておくことで、会社の規模や社会的知名度といった比較の世界から抜け出し、「考え方・

価値観」の選択肢で勝負ができるようになります。

会社のミッションやビジョンに込められた想いの根底には何がありますか？01
質問

経営者自身が大切にしている「経営観」と「人生観」はどんなものですか？02
質問

なぜあなたは今の事業を世の中に拡げる必要があると思っているのでしょうか？03
質問

会社の商品・サービスで、差別化され、他社に絶対負けない強みは何ですか？04
質問

社員が大切にしている「仕事観」、会社が大切にしている「文化」は何ですか？05
質問

経営者への5つの問い

12 の選社基準を踏まえて、あなたの会社で何を強みとして打ち出せばいいかを考えてみましょう。ここでは、選社

基準の A にあたる「変わりづらいもの」を取り上げます。採用活動を開始する前に経営者は次の 5 つの問いに対して

明確な回答を作り、相手に伝わる言葉にしておきましょう。



内定辞退を起こさない、
DX時代の採用CXとは？02

そもそも、採用CXとは

STEP

採用DX（デジタルトランスフォーメーション）とは

「テクノロジーの活用による業務変革を通じた、採用力の向上」のことを指します。

目的もなく、新しいデジタルツールを「とりあえず」導入しても企業が大きく変化することがないように、

採用DXを実現させるためには「採用CX（Cand ida t e  Expe r i ence＝候補者体験）」、

「採用EX（Emp lo y ee  Expe r i ence=従業員体験）」の進化・向上という明確な目的が必要です。

IT化によってこの2つの体験をより良いものにし、選ばれる企業になることを目指します。

今、世の中で採用DXと呼ばれている多くは採用EXで、採用担当者の業務効率を支援するものです。

ここでは、候補者体験を向上する採用CXに着目してご紹介します。

などを実施し、“点”のコミュニケーションではなく、”ジャーニー”として良い候補者体験を構築することを目指します。

採用CXの向上は、日本の新卒採用市場において今後間違いなく最重要となる観点であり、早期に着手すべきポイントです。

具体的には、

選考期間の短縮 候補者とのコミュニケーション改善 面接後のフォロー強化
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採用 CX とは、候補者の就職活動において、企業を認知してから入社するまでの体験を指します。企業を知り、応募・

選考・内定・入社までのプロセスのことを言い、入社の有無に関わらず、「この会社を受けて良かった」と思ってもらえる

ように体験を向上させていきます。



辞退になってしまう理由

内定辞退を起こさない、
DX時代の採用CXとは？02STEP
候補者を魅了し続けることが重要

01. 競合他社の状況把握不足

面接中は「一緒に働こう！」と意気投合していたのに、実は

他の会社も受けていて「すみません、他社に決めてしまい

ました」と辞退された。

02. 忙しさによるフォロー不足

本当はターゲット学生に手厚いフォローをしたいと思って

いたが、全体進行に時間を取られてしまい、気づいたら

学生の心が離れ、辞退されていた。

03. 引き戻すきっかけの喪失

「もうちょっと他の会社も見たいので今は決めきれない」と

学生に言われ、次の約束もないまま時が過ぎ、選考に帰ってき

てくれることはなかった。

05. 理由不明の辞退

辞退の理由を聞くと、「他に入りたい会社が見つかりました」

と言われ、結局学生が企業に対してどう感じているのか本

音を聞き出せないまま関係性が途絶えた。

04. 家族の反対

本人には入社意欲があっても、親から大企業に入って安定

してほしいと説得され、内定を辞退された。

採用CXを高めるために、大切なのが「魅了」というキーワードです。企業が「採用したいターゲット」を確実に採用

していくには採用活動全体を通して、候補者を魅了づけしていく必要があります。魅了づけが不完全だと、選考の

途中で辞退の申し出があることや、内定を出した後に辞退が発生することに繋がります。例えば、次のような理由で選

考や内定を辞退されたことはありませんか？



内定辞退を起こさない、
DX時代の採用CXとは？02STEP

候補者も人間です。今日はあなたの会社への志望度が100点でも、より魅力的な存在が現れたら明日には80点になる、

なんてことは十分あり得ます。これを避けるためにも、候補者の動向や心境をつぶさに把握し、必要なタイミングで

必要な行動を的確に取っていくことが必要です。これまでは、採用担当者の勘や経験によって、感覚的・属人的・

暗黙的に行われていましたが、これからは、それをデジタルで再現性高く行うことが可能な世の中になってきました。

詳細はこちらから

候補者魅了型CXクラウド「miryo+」

採用業務効率だけではなく、候補者体験を

最大化させることを目的としたクラウド

採用ツール。候補者を魅了づけするための

コミュニケーション設計をサポート。

https://www.legaseed.co.jp/miryoplus/


PDCAサイクルが計画から始まるのに対し、OODAは相手を観察することが起点となります。採用活動を成功させるためには、候補者一人ひと

りに最適なアプローチをする必要があり、そのためには、自社の計画（P）よりも、候補者の状態を観察すること（O）のほうが、重要です。

採用活動は
PDCAサイクルから
OODAループ発想へ03

OODAループとは

STEP

「日常業務が忙しすぎて、採用活動を改善するためのPDCAサイクルが回せない」。

採用担当者からよく聞くお悩みです。

しかし、採用活動においては、すでにPDCAという考え方そのものが

フィットしていないのではないでしょうか。

当初計画に対する改善だけでは、外的要因が多い採用現場では限界があるからです。

ここでは、近年PDCAサイクルと似た概念として注目されている「OODAループ」をご紹介します。

「OODA」とは 「PDCA」とは

Plan
計画

Do
実行

Check
評価

Ac tion
改善

Obser ve
観察

Or ient
方向づけ

Ac t
行動

Decide
決定

当初計画に対して改善を回す状況に応じて改善を回す

分かりやすくいうと
「見る」「分かる」「決める」「動かす」という意味です。

「計画」「実行」「評価」「改善」のループを回すという意味です。

ウーダ



03STEP
採用活動において、

OODAループの各項目は、以下のように考えます。

採用活動におけるOODAの考え方

Observe
観察

候補者の状況、他社の状況、会社を選ぶ軸、返信の速度など、

ターゲットの様子を観察することで、細やかな対応が可能になる。

Orient
方向づけ

観察から得られたデータと過去の対応事例を蓄積していくことで、

どんな対応が望ましいのか、状況に合わせた仮説を

すばやく構築することができる。

決定
Decide 候補者の状態を可視化・チーム内で人材要件や現況認識を共有することで、

ブレのない意思決定をすることができる。

Act
行動

システムによる支援で対応の抜け漏れなくしっかり行動に移せる。

また、面談や面接の際にも情報が集約された状態で最適な対応ができる。

採用活動は
PDCAサイクルから
OODAループ発想へ

ウーダ



03STEP
ファネル型採用からの脱却

採用DXしかり、OODA ループしかり、採用活動では、これまで当たり前とされていたものを見直すタイ

ミングに来ています。「ファネル型採用」もその1つだと考えます。ファネルとは「漏斗」のことです。これ

までの採用活動は、まさに漏斗のように就職サイトを使って大量のエントリーを集め、それを面接やワー

クショップなどで段階的に絞り込み、最終的な内定を出していました。

▼漏斗のイメージ

しかしこの方法では、採るべきでない人材や自社にマッチしていない人材をふるいにかける工数がどう

しても発生してしまいます。その過程で、採用担当者や面接官の勘や経験が影響してしまい、再現性を

保った採用活動にならないことがほとんどでした。現在でも多くの企業で行われている採用活動がこの

パターンですが、かけられる経費も工数も限られている中小企業やベンチャー企業には、この方法は向

いていません。むしろ、このような企業では、例えば 10 人の採用をしたければ、自社にぴったり合う 10

人を集め、自社の魅力をしっかり伝え、他社に取られないようにマネジメントをしながら自社への入社を

決めてもらう。これが一番効率がいい方法です。

{

{

見極める

魅了する

入社を決定する

採用スタッフ・社員の
影響力が大きい

この後半部分に
【マンパワー】
【コスト】
【時間】をかける

口コミ

⬅
⬅
⬅

採用活動は
PDCAサイクルから
OODAループ発想へ
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欲しい人材を確実に採用するために必要な 3 つの視点として、

まとめ

01 自社の強みと12の選社基準を知る

02 内定辞退を起こさない、DX時代の候補者体験とは？

03 採用活動はPDCAサイクルからOODAループ発想へ

をお届けしました。オンラインでも、リアルでも、大切なのは「採用したい人材」を確実に採用できる方法を知ってお

くことです。候補者にとって就職活動とは、命とおなじくらい大事な時間の投資先を決める行為。つまり、採用したい

人材から選ばれる会社にならない限り、思うような結果が出ることはないでしょう。このような考え方で取り組むと、

企業の採用活動とは、経営者や社員を磨き、成長させてくれる場でもあります。自社の魅力を上げ、基準を上げ、選ば

れる会社を目指してください。

詳細はこちらから

採用業務の効率化×魅了づけ支援に特化した

新卒採用管理システム

オンラインでも優秀な人材を確実に採用できる「デジタル採用術」

プレゼントキャンペーン中

お申込はこちらから

https://www.legaseed.co.jp/miryoplus/
https://info.legaseed.co.jp/l/736943/2022-04-03/23yndp



