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新型コロナウイルス感染症の流行を機に多くのイベントや会
合、そして仕事がリモートで行われるようになりました。採用
活動も例外ではなく、オンライン面接を行うことで採用企業
にとっても求職者にとっても面接にかかる時間とコストを削
減することができるといったメリットもあります。また、オン
ラインでの存在感を高めることは、企業のブランド認知度を
向上させるうえで以前に増して重要な要素となっています。
この「リモート採用ガイド」では、“働きたい企業“としての
評判をオンラインで確立するためのヒントと、面接から入社
手続きに至るまでの採用プロセスをすべてリモートでスムー
ズに行うためのポイントをまとめました。
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オンラインで優秀な人材にアピールするには？

市場内のトップレベルの人材を惹きつけ、会社に長くとどまってもらうことは、組織の成長にとって欠かせない要素です。ニッチな
スキルセットが求められる競争の激しい分野であれば、採用企業としての魅力を高めること重要の重要性はさらに高まります。 
オンライン上で自社のブランドを正しく発信し、転職を検討中の優秀な候補者にアピールするための2つの方法を以下でご紹介 
します。

「働きたい企業」としてのブランド（エンプロイヤーブランド）を確立する

エンプロイヤーブランドは、現在の社員や将来社員となり得る人々が皆様の組織に対して抱くイメージのことです。これらは、あな
たの企業が展開する製品やサービス内容に対するイメージから、その企業で働きたいと思うかに至るまで、様々な要素から成り立
っています。エンプロイヤーブランドがうまく築けている場合、人々は皆様の組織を良い雇用主であると認識し、“働きたい企業”
として好意的なイメージを抱きます。これは、採用や人材維持にとってプラスに働くのはもちろんのこと、一般的な市場における
会社の認知度にも影響します。

エンプロイヤーブランドを高めるための方法として、以下のような取り組みが挙げられます。

社員への価値提案書(EVP/Employee Value Proposition)を作成し、ウェブサイトに掲載する
人々が皆様の組織で働くことに興味を持った場合、最初に見る場所はウェブサイトである可能性が高いでしょう。ウェブサイト上に
「キャリア」のセクションを設け、EVPを明確にアピールしましょう。 EVPは、あなたの組織が社員に提供できる価値を紹介する
ものです。具体的には以下のような項目を含みます：

• 企業文化と得られる恩恵

• 組織で得られる成功

• 現役社員の紹介

•  「トップ100エンプロイヤー」や「働きがいのある会社」
などの受賞歴

• CSRへの取り組み

• 研修プログラムやキャリア開発への取り組み

• ダイバーシティ＆インクルージョンの方針

• 個人的な理由での休暇に関する方針
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ソーシャルメディアチャンネルで企業文化を発信する
企業のウェブサイトは通常、企業情報などの実務的な部分に重点を置くものですが、FacebookやLinkedIn、Instagramなど
のソーシャルメディアでは、よりカジュアルに企業文化を発信することができます。立ち上げたばかりのスタートアップ企業であっ
ても、世界的に展開する大企業であっても、ソーシャルメディアでの発信は、将来一緒に働くことになるかもしれないスタッフや、
オフィスの環境や雰囲気を潜在的な応募者に知ってもらうための良い機会となります。社員にも積極的に参加を促し「いいね！」
や「シェア」をしてもらうことで、潜在的な応募者にとってより魅力的な投稿となり、これらのチャンネルにおけるリーチを増やす
ことができる可能性があります。

ソーシャルメディアを活用するには？

ソーシャルメディアで企業文化や人材開発への取り組みを発信することで、一般の人にとっても皆様の企業が人間
味を帯びた、親しみやすいものとなります。将来社員となる可能性のある応募者にとってはもちろんのこと、顧客
にとっても良い印象を与えることができます。以下に投稿へ適したいくつかのテーマをご紹介します。

•	 社員のキャリア変革のストーリー 
現在の社員に、組織におけるキャリア変革において研修や人材開発プログラムがどのように役立ったかを話し
てもらいましょう。リーダーシップを発揮した例や、成功へとつながった新しいスキルの取得について具体的に
話してもらうと、読者にとっても有用な内容となります。

•	 研修プログラムの紹介 
研修プログラムの目標と大枠を紹介しましょう。企業のウェブサイトにキャリア開発ページがあればあわせて紹
介し、社員の成長に役立つツールやテクノロジーを紹介しましょう。

•	 エンゲージメントを高めるための取り組み 
リモートワークが増えている現在だからこそ、社員のエンゲージメントを高めるための取り組みを積極的に行っ
ている企業は魅力的に映ります。業務外でも得られるサポートなどがあれば紹介しましょう。

•	 社員の成功を祝う機会 
社内アワードや月間MVP、インセンティブなど、社員の成功を認識して全社的に祝う機会があれば積極的にソ
ーシャルメディアで発信しましょう。成果が認められる企業としての印象を与えることができます。

適切なプラットフォームとターゲット層の選択

採用したい人材のタイプやペルソナが明確になっている場合は、まずは適切なプラットフォームの検討を行いましょ
う。例えば、採用対象が若い層なのであれば、Instagramを使って効率よくターゲットにリーチすることができる
かもしれません。しかし一般的には、プロフェッショナルやシニアレベルの人材を採用したい場合は、LinkedInや
Facebookが適しています。投稿内容はそれぞれのプラットフォームに合わせて調整する必要がありますので、同
じ内容でも異なるトーンの投稿を用意しておくと良いでしょう。
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魅力的なジョブディスクリプション（職務記述書）を用意する

ジョブディスクリプションは、その仕事に対する応募者の第一印象を決定します。以下の項目を含んだ包括的なジョブディスクリ
プションを用意しましょう。

• ビジネスの紹介

• このポジションが必要な理由

• 直属の上司およびこのポジションが属する部門

• 主な職務内容や責任

• キャリアアップの機会

• 必要なスキルセットや経験

• 社風や企業文化

技術的な要件を記載するだけでなく、このポジションにつくことで応募者にどのような利益があるのか（やりがいのある仕事内容
やキャリアアップの機会など）、また会社として何を提供できるのか（優れた企業文化やワークライフバランス、福利厚生など）に
ついて明確に記載することで、他社における同様のポジションよりも魅力的なものに見せることができます。
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オンライン面接をスムーズに
行うには？

面接前

採用可能性のある応募者を集めることができたら、次は面接プロセスに進みましょ
う。現在でも最終面接は対面で行う企業が多いものの、面接プロセスの早い段階に
おいては多くの企業がオンラインでの面接を取り入れています。オンライン面接は時
間や費用面で効率的なだけでなく、皆様の企業が先進的なシステムを導入しており、
社員や応募者の安全を大切にしていることを示すうえでも有用な手段です。オンライ
ン面接実施に際して慌てることのないよう、以下に簡単なチェックリストをまとめま
した。

• ビジネスに適したソフトウェア/プラットフォームを選択する

• アプリやソフトウェアを事前にインストールする必要がある場合は、面接官となる
社員に伝える

• バッテリーは十分か、カメラとマイクは正常に動作するかを確認する

• インターネット接続、照明、背景などの環境を確認する

• 面接のために予定している時間を候補者に事前に明確に伝える

• 事前に十分な時間をかけて候補者のレジュメやその他の書類を検討する

• ビジネスの主要な意思決定者とコミュニケーションを取り、現在の企業の動向に
関する質問に答えられるように準備しておく

• 面接中に気が散る可能性のある他のアプリや通知をオフにする

• プロフェショナルな服装をする
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面接中

• 声のトーンや態度に気をつける。対面での面接とは異なる印象を与える可能性
があります

• 話す前に一旦間を置く 

• 画面越しであっても目を合わせるよう心がける

• 事前に伝えた時間を守る

• 面接後のプロセスに関する情報を伝える
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面接後

• 明確な評価基準に基づいて候補者を評価する。 
面接後の適性評価に使われる一般的な基準は以下の通りです:

• すべての面接官からのフィードバックをまとめる

• 候補者へフォローアップの連絡を行う。連絡なしで2週間以上待たせることのな
いようにしましょう

5 当該ポジションに関して非常に優れたスキルを持っている。他の
人への教育や研修を行うことも可能

4 当該ポジションに関して高いスキルを持っている。平均以上のス
キルを持つことが明確

3 当該ポジションに関して十分なスキルを持っている。現段階では
追加の教育や研修は不要と思われる

2 当該ポジションに関して多少のスキルを持っている。職務をこな
せるレベルになるためには教育や研修が必要

1 この分野ではスキルがない。相当量の教育や研修が必要
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候補者が自社に適した人物かどうかを
見極めるには？

採用プロセスをオンラインで完結させることは、最近ますます一般的になってきてい
ます。しかし、オンライン面接のみで候補者を評価するのは、実際に会って評価を行
うよりも難しいケースも多々見られます。ここでは、よりバランスのとれた判断を下
すための3つの重要な質問をご紹介します。

候補者は仕事ができるか？

何よりも優先すべき事項は、候補者が募集ポジションで必要とされる職務をきちん
と執り行うことができるかどうかを見極めることです。まずは候補者の能力につい
て深く掘り下げて聞き出すことで、能力や知識、スキルセットを評価することができ
ます。また、過去の職務経験や資格を評価することで、あなたの会社に付加価値を与
えることができるスキルセットを特定することができます。

職務要件を満たす能力レベルを持っているかどうかを確認するために、サンプルワ
ークの提出や実技試験を行うのも選択肢の一つです。コーディングやソフトウェアエ
ンジニアリングなど、特定の分野における専門知識を必要とする役割の場合には、非
常に重要な評価基準となります。

一方で、ソフトスキルは技術的な専門知識と同様に重要な要素です。これには、組織
での立ち振る舞いや、計ｎ画性、チームワーク、マルチタスクのスキルなどが含まれま
す。また、候補者がリモートで多くの時間を過ごすことになる場合やオンラインでの
オンボーディング（入社手続き）を考えている場合は、タイムマネジメント能力や自律
性、積極性がより重要な基準となり得ます。
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候補者は仕事への意欲があるか？

候補者の仕事へ対する意欲の見極めは、多くの採用担当者が見落としがちな要素で
す。候補者が正しいスキルセットを持っていたとしても、仕事をするための適切なモ
チベーションを持っているとは限りません。候補者に以下の質問をすることで、この
疑問を解消する手助けとなります。

• これまでに大きな課題を克服した例があれば教えてください。

• 自主的に取り組んだプロジェクトにはどのようなものがありますか？

• 課題に立ち向かう際、ご自身の立場や意見を貫いた例はありますか？

• これまでの経験でスランプに陥ったことはありますか？またその時、どのように
取り組みましたか？

多くの場合、モチベーションはレジリエンス（回復力、めげずにやり通す力）と密接に
関係しています。障害や困難を避けられない場合でも、目の前のことに集中して前向
きでいるためには高いモチベーションが不可欠です。これらを見極めるためには、面
接の際に過去の失敗についての質問をし、候補者がそれらの困難についてどのよう
に認識しているのかについて耳を傾ける必要があります。

11



会社やチームの雰囲気に馴染めるか？

過去に様々な候補者を紹介してきた私たちの経験から言っても、候補者の組織への
適合性を評価するのは決して簡単なことではありません。従来、組織は候補者の価
値観や信念、行動、経験、そしてそれらが組織の環境と合致しているかどうかを判断
材料にしてきました。しかし、このアプローチだと、採用担当者が時間の経過ととも
に無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）の影響を受けやすくなることが知られて
おり、「自分には合わない」と思われる人を排除してしまうことになります。

このような偏見を克服するために、現在多くの組織で「ダイバーシティ＆インクルージ
ョン」に関する戦略が採用されています。

多様な文化を守る組織の代表例として、Googleが挙げられます。Googleは無意
識の偏見に関する科学的データに基づいて経営陣間でのディスカッションを行い、
社員の無意識の偏見を排除するためのワークショップを展開しています。

これらは簡単に行うことのできるものではありませんが、自分と価値観の近い候補
者ばかりを選んでしまいがちな採用担当者に、自分が持つ無意識の偏見に気づいて
違いを受け入れてもらうためには、組織全体としての努力が必要です。Googleは、
無意識の偏見を克服するための努力を続けると同時に、企業の文化を保ち、数々の
類まれなる人材を維持している素晴らしい例だと言うことができます。

面接の際には、チームワークや思いやり、誠実さ、その他の価値観などが問われる場
面においてどのようにスキルを発揮してきたのかを詳しく説明してもらうと、候補者
をより全体的な視点から評価することができるでしょう。
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リモートで社員のオンボーディングを効率的に	
進めるには？

数回のオンライン面接を経て適任者が見つかり、相手もオファーを受け入れてくれた場合、まずはおめでとうございます！さて、
次のステップはオンボーディング（入社手続き）です。リモートでのオンボーディングはほとんどの人にとって全く新しい経験であ
り、組織にとっても新入社員にとっても、慣れるまでには少し時間がかかるかもしれません。しかし、オンボーディングは新入社員
が新しい環境で成功を収めるために欠かすことのできないプロセスでもあります。オンボーディングを成功させるためには、この
プロセスで達成すべき最終的な目標を常に理解しておく必要があります。それらの目標とは、主に以下の３つです。

• 新入社員をビジネスへ迎え、慣れてもらう

• 業務に必要なソフトウェアやツールの使い方を紹介する

• こまめに新入社員の様子を確認し、ビジネスの一員であると感じられる雰囲気を作る

これらを念頭に置いたうえで、オンボーディングプロセスの手助けとなる以下のチェックリストをご参照ください。

• オンボーディングを効率的に行うためのリソース（人員やツールなど）があることを確認する

• プレボーディング（勤務時間やドレスコードなどの情報を伝える）やオリエンテーション（チームの他のメンバーに会ってそれ
ぞれの業務について学ぶ）、研修など、基本的な部分については通常のオンボーディングプロセスのやり方を踏襲する

• オンボーディングのToDoリストを作成し、新入社員と共有する

• 必要な書類や情報を一箇所にまとめておく 

• オンラインでのランチやコーヒーなど、仕事以外のことについて話す機会を設ける

• 会社の組織構造を理解してもらうために、組織図を作成する

• 質問があればいつでも答え、手助けする意欲があることを積極的に伝える

• 教育係やバディー、メンターなどを割り当て、気軽に質問できる人を設ける

• 入社後の90日間で達成すべき明確な目標を設定する

• プロセスをその都度評価し、フィードバックを求め、問題があれば見直す
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私たちについて
Computer Futuresは、世界24か所に展開するオ
フィスのグローバルなネットワークと、業界における
30年以上の経験を活かし、世界のテクノロジー業界を
リードする企業の皆様の採用における戦略的なパート
ナーとして人材紹介サービスを提供しております。弊
社のコンサルタントは各個人が専門のマーケットを担
当しており、それぞれのニッチなマーケットに関する非
常に深い知識を持ち合わせています。採用の目的が組
織の拡大であれ、日本法人の立ち上げであれ、業界の
トレンドを把握し、求める人材像の理解から採用プロ
セスの最適化に至るまで、お客様の細かいニーズに合
わせたサービスをご提供いたします。

Computer Futuresを選ぶ理由

企業に必要とされるスキルセットを持ち合わせた人材を数多くご紹介してきた実績

各マーケットに関する深い知識により、ご要望やご状況に沿った適切なアドバイスのご提供

業界におけるエキスパートとして、お客様のご要望や社内プロセスに合わせたサービスを 
ご提供

世界中で展開するネットワークを活かし、トップクラスの人材に効率よくアプローチ

高い顧客満足度 － 弊社のお客様の65％以上がリピートカスタマーです
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Computer Futures Japan
〒104-0061 
東京都中央区銀座4‐12‐15  
歌舞伎座タワー9階

+81 50 3150 9922 (コントラクト部門) 
+81 50 3150 9933 (正社員採用部門)

contactjapan@computerfutures.com 
computerfutures.com
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