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年間 GOAL 
 
年間 GOAL 2015 
目標指標一覧 数値目標(Good/Fair/Bad) 前年度結果(暫定) 
受入事業(ICX)研修運営数 333 (~333/332~261/260~) 193 
受入事業(ICX)顧客満足度(NPS) 80 (~80/79~50/49~) 78.5 
送出事業(OGX)研修運営数 560(~560/559~440/439~) 284 
送出事業(OGX)顧客満足度(NPS) 48(48~/ 47~43/~42) 32.7 
採用倍率 3 倍(~3.0/2.5~2.0/2.0~) 1.46 

会計規模成長率 前 年 度 比 30% 増 加
(~30%/30%~20%/20%~) 20.3 

※ NPSとは 
NPS ネットプロモータースコア、Net Promoter Score とは、顧客のロイヤルティを測るための指標のひとつ。単純化されている
ため、利用・紹介されることが多い。「推奨者正味比率」と訳される。顧客に対して「あなたは○○の製品サービスを友人に薦めます
か」と聞き、その 11段階の評価をもとに、数値によって 3つのグループに分けるというもの。 

o 109 推奨する立場プロモーター 
o 87 推奨も批判もしない受動的な立場 
o 60 批判的な立場 

上記の調査を複数の顧客に対して行い、推奨する立場の人の比率から批判的な立場の人の比率を引くことで得られる数値が、NPSネ
ットプロモータースコアである。NPSは-100100 の間で表される。 
 

例年との変更点のご説明 
顧客満足度(NPS)について 

昨年度は独自の指標を設けていましたがより一般的かつ簡素な指標にするため、 
上記の説明にあるNPS という指標を Indicator といたしました。 

採用倍率について 
インターンシップの市場とは別に、学生の機会市場における指標が過去存在しなかったため、 

今年度注力領域であることも重なって採用倍率を学生の機会市場における指標として導入いたしました。 
会計規模成長率について 

組織が創り出している価値が継続して成長しているのかを測る指標として、 
インターンシップの数や採用倍率だけでなく、すべてを統合して成長しているかの指標として、 

新規で会計規模成長率を指標として導入いたしました。 
 
 

2.現状分析、注力領域の特定 
 

海外研修生受け入れ事業 ICX の注力領域 
注力領域 1 

経年的に活動量は増えている一方で生産性が継続して低下し、 
特に、前線のメンバーの一人一人の研修運営を行う生産性が低い(3 人で研修 1件を回す現状)。 

注力領域 2 
経年的なノウハウが蓄積され、継続して研修生を受け入れていただいている企業が増える一方で、 
過去 5年間で 200%を超えた事業数の成長は起こすことはできておらず、 
顧客をインバウンドで獲得できるほどの価値を経年的に企業に提供できていない。 
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海外研修生送り出し事業(OGX)の注力領域 

注力領域 1 
アイセック側の資源ベースでの商品を販促し、学生のニーズベースでのインターン設計が行われていな
い。 

注力領域 2 
商品としての要である研修先が、海外のアイセックの対応次第で、研修生に十分な価値を提供できない、
不確実性が存在し、研修生からの信頼や安心の欠如につながっている。 
 

人材管理・育成の注力領域 
注力領域 1 

愛着度が先行し、改革意識を持たない構成員が増加傾向であり(内部アンケートに基づく)、 
インターンシップの価値に革新を起こしたり、より良くしていこうとする人材が欠如している。 

注力領域 2 
構成員の目指すものや評価するもの、志向性が経年的に内向きになっており、 
アイセック外からも価値があるとされるインターンシップを創りあげ、社会に発信できる主体となれる、 
またその価値を創り出すための能力・スキルを獲得しようとする構成員が欠如していること。 
 
 

3.戦略の方向性、戦略 
 

AJ Direction 2015 
Innovating For Equity 

AIESEC in Japan が今創り出している価値を、大きく前進める革新を起こすこと。 
世界に変革を起こせるリーダーを真に社会に輩出するために組織が創る価値を抜本的に高めること。 
 

1st Strategy 
人材価値の最大化 

人材価値を創り出すスキームを設計し、採用・配置・育成・管理・評価のサイクルの中で、 
より PDCAが速く、密度濃く行われる仕組みを創り、人材価値を高めていく。 

詳細 
領域 戦略 詳細 

採用 高校生向けの広報機会設置 
AIESEC の活動の親和性の高い高校生たちを、将来的に
AIESEC に巻き込んでいくための布石としてイベントや広報
機会に巻き込んでいく。 

採用 途中入会者奨励の促進 

従来の一律での 4 月(新歓期)の入会だけにとどまるのではな
く、 
外れたタイミングでの入会を認め、かつ受け入れられるシステ
ムを構築していく。 

配置 内部キャリアパスの改訂 委員会-事務局間で連携をしながらより細分化したキャリアパ
スに関しての推奨をおこなっていく。 

配置 飛び級制度の導入 新一年生や新二年生の流動性を高め、優秀な人間が流出しない
ように事務局に早めに巻き込むや、体験機会を創る等を行う。 

育成 アルムナイ塾の開催 新一年生、二年生を対象にしてアルムナイの方々に講義を依頼
し、勉強会を実施していく。 
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育成 年間研修の導入 
年間で定期的に研修を外部・内部の資源を活用し、実施してい
く。特に外部の人事研修は試験的にでも積極的に活用してい
く。 

評価 内部ブランドの浸透 
何を価値とするかの共有を含めての内部、特に顧客とのタッチ
ポイントを持つ新一年生、新二年生のブランドを強化してい
く。 

評価 KPI 管理システムの導入 
週ごとに KPI の進捗が測れるシステム導入を行い、最小単位
は個人までおとして KPI の達成率で評価される仕組みを創
る。 

 
2nd Strategy 

受入事業・送出事業の商品再設計・開発 
現状の AIESEC の資源ベースの商品設計から、インターン生のニーズベースの商品設計に変更し、 

外部(企業・大学・政府)の資源を巻き込めて、かつインターン生にとって参加しやすい、 
かつ価値が今までよりも抜本的に高いインターンシップを創るためにグッドケースをより多く生み出す。 

詳細 
領域 戦略 詳細 

大学 単位認定の交渉 AIESEC のインターンシップを大学から単位認定してもらえ
るように事務局として交渉を行う。 

政府 VISA へのアプローチ 
現状の受入事業の事業数拡大に大きな障壁になっている VISA
に関して変更や AIESEC の VISA を創れないかを含めた検討
とロビー活動を行う。 

企業 第二の JWI の創出 

女性の社会での活躍という日本社会の潮流に乗り、JWI が創
られてから 5 年経ったが未だ同様の企業や時代の潮流に合わ
せたインターンシップは生まれていない。それに対して、今年
度は第二の JWI を開拓していく。現状は Teach for Japan
や大学と連携して大学の研究室のテクノロジーベースでのハッ
カソンを主催するような企業とのコラボが決まりつつある。今
年度中に、より多くのプログラムを創っていく。 

商品設計 現状の商品設計の再設計 受入事業・送出事業ともに、商品設計を再設計する。 
 

3rd Strategy 
インターンシップ商品の不確実性の排除 

受入事業・送出事業ともに海外のAIESEC に影響を受ける範囲が大きい中で、 
よりインターンシップの不確実性を排除するために海外のAIESEC の支部との連携や、 
選択と集中を行いながら、海外AIESEC の中での Japan のプレゼンスを高めていく。 

詳細 
領域 戦略 詳細 

海外 アジアの主要支部との連携 海外 AIESEC の特にアジアの主要な支部との連携を海外戦略
統括を中心に行う。 

海外 定期的な Skype での MTG の設置 
そもそものコミュニケーション量を増やすために、意図的に
Skype を設置し連絡をとりやすくしておく。 

海外 指定支部への徹底した情報収集 特に送出しの多い国に関して徹底してローカルな情報を回収す
る。 
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海外 アジアの各支部の代表が集まるサミットの日本招聘 

アジアの各支部の代表が集まるサミットを日本で開催すること
で、Japan のプレゼンスに加えて、将来コミュニケーション
をとることになる事務局候補や執行部候補の日本の AIESEC
の人間とのコミュニケーションを促進する。 

 
 
 
 
 

4.事務局組織構造(人的資源配分) 
 
資源配分一覧 

Fron
t 

担当 人数 

Back 
Offic
e 

担当 人数 担当 人数 
受入事業 6 財務 3 海外戦略 3 
送出事業 8 外部関係 5 委員会管理 5 
人材管理 4 広報・ブランド 6 経営管理 3 
事業革新推進 4 法務総務 5 合計 49 

 
参考資料平成 26年度事務局組織構造 
資源配分一覧 

Fron
t 

担当 人数 

Back 
Offic
e 

担当 人数 担当 人数 
受入事業 8 財務 5 -- -- 
送出事業 8 外部関係 6 委員会管理 7 
人材管理 4 広報・ブランド 6 経営管理 4 
-- -- -- -- 合計 48 

 


