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「オープンフィードバック」機能（β版）
～候補者が嬉しい新リファレンスチェック～

現在β版
提供中
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【候補者側】リファレンスチェックの課題
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何か疑われてる？書かれる内容も分からないし怖い。
転職も堂々と周りに言えないし、、

候補者のリファレンスチェック課題
⇒候補者負担が高く、選考辞退や自社へのエンゲージメント低下のリスク

候補者

候補者はリファレンスチェックに消極的。場合によっては選考辞退の原因となっている
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【採用担当側】リファレンスチェックの課題
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採用担当のリファレンスチェック課題
⇒候補者負担が懸念となって、リファレンスチェックを実施しにくい

採用担当

一部の候補者のみへの実施に留まり、未実施の候補者に対するミスマッチのリスクがあり

候補者に負担をかけて、辞退などされないかな？
重要ポジションのみにしか使えない。。
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リファレンスチェックの実施判断時の課題
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「実施するリスク」を考慮して、気兼ねなくリファレンスチェックを使えない

採用担当

候補者に負担を
与えるリスク

リファレンスで
得られる情報価値

この候補者はリファレンスチェック実施すべきかな？

リファレンスは取れるが、
候補者負担の懸念がある。。
選考辞退は起きないかな？

リファレンスを取らないで、
入社後のミスマッチ起きないかな。。
面接で本当に見切れている？

【リスク判断のイメージ図】

リファレンスチェックするリスク

リファレンスチェックしないリスク

全候補者に負担を与えずにリファレンス取得できれば理想だが、実施判断が発生
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候補者負担を減らす「オープンフィードバック」
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負担を減らし、候補者体験（CX）を重視した新リファレンスチェック形式
⇒「オープンフィードバック機能」

現在β版
提供中

【2つのポイント！】

①エンゲージメント低下を防ぐ：「候補者の依頼しやすさ」

②エンゲージメント向上の為の：「コミュニケーション活性化」
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ポイント①：候補者の依頼しやすさ

候補者体験の悪さによるエンゲージメント低下を防ぐ
「候補者が受けて嬉しい」がコンセプト

候補者

受けて嫌じゃない！
嬉しい！
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【比較】オープンフィードバックの形式
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候補者が事前に質問項目を確認、回答内容も全て閲覧可能

回答者 候補者

採用担当

フィードバック取得お願いします

ここが次の伸び代

内容の閲覧後、本人が補足コメントも可能

僕へのフィード
バックください

これで
御社に提出します

怖さ・不安感の払拭
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【比較】回答者の記載目的

8

回答者の動機は「採用担当への紹介文」⇒「候補者への助言文」へ変化

回答者 候補者

候補者は
メンタル面が弱みです

（何を聞かれて、何が書かれて
るんだろう…）

リファレンス書いて
ください

依頼記載

回答者 候補者

こうなればあなたは
成長できると思います

参考になりました。
私はこう捉えました

私の
フィードバック
ください

依頼記載

閲覧・コメント
【オープンフィードバック】

【リファレンスチェック】

自己の客観視・内省促進
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【比較】候補者の成長を促すフィードバック専用の質問
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オープンフィードバックの質問例

候補者

フィードバックを貰えたことで
今後のキャリア成長の参考になる！

候補者本人にとって有意義なフィードバックとなる質問のみを厳選

回答者

従来のリファレンスチェック用の質問は、全てオープンフィードバック用の質問に切り替わり

Q.  ◯◯さんは遅刻や欠勤などどれくらいの頻度でしたか？
Q.  ◯◯さんと一緒に働く際に注意すべきポイントを教えて下さい

Q. 次の成長のために、私が今後チャレンジすべきポイントを教えて下さい
Q. 私が自覚していないであろう「強み」と「弱み」を教えて下さい

従来リファレンスチェックの質問例

◯◯さんへの
フィードバック！
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【比較】回答内容の変化

10

「見知らぬ採用担当者でなく候補者のため」に回答者は書くので質と量が向上

回答者

見ず知らずの採用担当の
ために書く、、

回答者

一緒に働いた仲間のため
に書いてあげる！

【オープンフィードバック】

【リファレンスチェック】

候補者

候補者

ありがとうございます！
タメになります

企業から頼まれて、すみ
ませんがお願いします （何書かれたんだ…）

（自分はこう思われてた
のか！）

信頼関係が強固なほど
質と量が向上
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【比較】新しい「オープンフィードバック」の仕様比較
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①
回答結果

④
転職がバレる
リスク

②
回答者の
記載目的

⑤
結果の
活用範囲

質問・回答は
候補者は全て閲覧不可

質問・回答は
候補者も全て閲覧可能

候補者は企業選考である旨を
明示的に伝えて記載依頼する

候補者は企業選考である旨を
明示的に伝えずに記載依頼できる

回答者は採用担当者へ
紹介するために記載

回答者は候補者の成長を
促進するために記載

実施企業内でのみ活用可能 候補者の意志で二次活用が可能
（※近日機能アップデート予定）

③
回答者条件
の設定

採用担当者が条件指定 候補者が自由に
フィードバックを貰いたい人物を指定

リファレンスチェックよりも候補者体験を重視し、エンゲージメント低下を防ぐ

候補者

受けて
よかった！

オープンフィードバックリファレンスチェック
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ポイント②：コミュニケーション活性化

取得後コミュニケーションにより、候補者のエンゲージメント向上

回答者 候補者 実施企業

フィードバックを元にコミュニケーションが
できて信頼感が深まった
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候補者と回答者のコミュニケーション活性化
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【候補者 ⇔ 回答者】
候補者はフィードバック内容に対して、補足コメントが可能

この記載が新しい気づきでした。
読んでこう感じました。
ありがとうございます

コメントの会話から回答者との関係値詳細、候補者の内容の受け止め方や自己認知力の把握等
（コメントは採用担当も閲覧可能）

候補者 - 回答者間のコミュニケーション

回答者 候補者

採用担当のメリット
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実施企業と候補者とのコミュニケーション活性化
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【実施企業 ⇔ 候補者】
入社後の早期パフォーマンス発揮のオンボーディング効果を最大化

採用担当

この方と仕事する上で
ここが大切です

⇒候補者とフィードバック内容を共有しているため、採用後のプランについて円滑に協議
をした上で迎えることができる

オンボーディング用コメントを付けて
すぐに配属予定のチームメンバーへPDF共有

配属後の上司

近日
リリース
予定

候補者

了解。入社後は
こうしていきましょう

前職チームからの情報を
知ってもらえて安心感

採用担当のメリット

実施企業 - 候補者のコミュニケーション
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実施企業と回答者とのコミュニケーション活性化
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採用担当

もう少し
詳しく教えて下さい

回答者

◯◯な一面も
あります

平日夜なら
ZoomでOK!

インタビュー対応意欲を元にスムーズに依頼可能

※候補者・回答者双方に同意頂けた場合のみ実施可能

有料オプション

【実施企業 ⇔ 回答者】
フィードバック閲覧後に、回答者と直接会話が可能

回答謝礼あり

⇒必要に応じて回答者へインタビューが可能であり、フィードバック内容の詳細確認が可能

実施企業 - 回答者間のコミュニケーション

近日
リリース
予定

採用担当のメリット



© Parame16

リファレンスチェックとの比較
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【従来比較】「オープンフィードバック」の優位点
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取得前

リファレンスチェックの候補者負担を減らすため、
「取得しやすさ」&「コミュニケーション活性化」を重視した設計

オープンフィードバックリファレンスチェック

取得後

・候補者に依頼しやすく、面接辞退など起きにくい

・補足コメントによる候補者と回答者の関係性把握
・候補者のオンボーディングの効率化&効果最大化
・回答者コミュニケーションによる深い候補者理解

・候補者体験が悪く、面接辞退などのリスク

・記載内容から採用担当者が見極めに活用
（候補者に内容開示されないためクローズド）

Point
依頼しやすい

Point
会話が生まれる
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【従来比較】「リファレンスチェック」vs「オープンフィードバック」
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採用担当者の
メリット

採用担当者の
デメリット

• 候補者エンゲージメント低下(辞退等)の減少
• 内容の記載量のアップ

「リファレンスチェック」は見極めのリスク判断に役立つ情報
「オープンフィードバック」は採用後の早期パフォーマンスに役立つ情報

オープンフィードバックリファレンスチェック

• 候補者のリスク情報の取得

• 候補者のリスク情報の取得• 選考辞退などの懸念
• 候補者のエンゲージメント低下懸念

採用担当

候補者の
リスク情報が
取れやすい！

候補者に嫌がられにくい！

候補者の
リスク情報が
取りにくい…

候補者負担が高く
嫌がってしまう…

採用担当

採用担当採用担当



© Parame

使い分け案①「採用職種によって使い分ける」
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管理職以外には負担の少ない「オープンフィードバック」

役員

管理職・マネージャー

現場メンバー・非正規雇用メンバー

管理職以上には
リファレンスチェックとバックグラウンドチェック

現場メンバーには負担を抑えて
オープンフィードバック

企業はコスト低く
候補者の負担も低減

Win−Winな設計
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使い分け案②「選考フェーズによって使い分ける」
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採用前の可否の見極めに「リファレンスチェック・バックグラウンドチェック」
採用後の早期パフォーマンス最大化に「オープンフィードバック」

内定

採用見極めのために
リファレンスチェック&
バックグラウンドチェック

採用担当

採用しても大丈夫かな？
もっと知りたい

入社後の活躍のために
オープンフィードバック

採用担当

入社後、活躍できるように
もっと知りたい

応募 入社選考 受け入れ準備
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「リファレンスチェック」と「オープンフィードバック」をシームレスに切替可

①リファレンスチェック開始画面で「オプション」を選択 ②フィードバック用質問と候補者仕様に切替

オプション選択

オープンフィードバック仕様へ切り替わり

「リファレンスチェック」と「オープンフィードバック」
選考ケースに応じて、柔軟に使い分けられるサービス仕様
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「オープンフィードバック」機能の料金プラン
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「オープンフィードバック」はリファレンスチェックと同価格にてご提供

チケットプラン時 使い放題(月額) プラン時

チケット1枚消費／回 無制限使い放題

購入したチケットはリファレンスチェックにも
オープンフィードバックにも共通利用が可能

リファレンスチェックもオープンフィードバックも
制限なく実施可能

「リファレンスチェック」と「オープンフィードバック」
選考ケースに応じて、柔軟に使い分けられる料金プラン形式
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「オープンフィードバック」リリースキャンペーン
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「オープンフィードバック」機能をお試し利用可

現在β版
提供中

【リリースキャンペーン】
現在、毎月10人実施までオープンフィードバック無料提供中!!


