
エンジニア白書 
2022 

Engineer White Paper 2022 
国内エンジニアの動向把握 

©2022 Qiita Inc. 



国内エンジニアの動向把握を目的に、 Qiitaユーザー約 2,700名を対象にアンケート調査を実施しました。 

エンジニアに人気の開発言語や普段使用している技術をはじめ、働き方、転職時に重要視する項目など、 

エンジニアにまつわるトピックスを様々な角度から調査しました。 

エンジニア業界の発展のために、幅広くご活用いただけますと幸いです。 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以下の目的・方法で Qiitaユーザーにアンケートを実施 

調査目的  国内エンジニアの動向把握 

調査方法  インターネット上でアンケートを実施 

調査期間  2022/8/22（月）～2022/9/25（日） 

調査項目  最大54問 

調査対象  Qiitaユーザー 

回答者数  2,756人（うちエンジニア 2,359名、エンジニア未経験 397名） 

調査概要 



エンジニア属性  

言語 

● エンジニアに最も使われているのは

2020年、2021年に続き JavaScript 
● これから習得したい言語では  

1位Python、2位Go、3位Rust 
● 平均年収が高い傾向にあるのは  

GoやRust 

働き方 

● 全体では「週3,4程度」出社する割合が  
2021年から2ポイント上昇（ 11%→13%） 

● フルリモートの割合は 2021年から 
変化はなかった（ 33%） 

● 「リモート勤務していない」が 2021年比で 
3ポイント減少 

転職 

● 転職時に重要視する項目は 1位「給与」、 
2位「仕事内容」、 3位「自分のスキルを  
活かせる」 

● 応募を検討するのは「知人・友人に紹介  
された企業」「スカウトをもらった企業」  
との回答が多数  

 
■ これから習得したい言語 

● 18-34歳のエンジニアが  
全体の約半数を占める  

● エンジニア経験では、未経験 14%、3年未満21%、  
3-5年未満10%、5-10年未満14%、10年以上39% 

サマリー 

企業の情報発信  

● 企業の技術ブログや SNSをフォローしたり  
定期的にチェックしたりしている理由は  
「トレンド情報を知るため」の回答が  
最多（33%） 

 

■ 転職時に重要視する項目 



エンジニア属性 



❏ 年代では、25-34歳が最も多く（32%）、次いで45歳以上（29%）  ❏ エンジニア経験年数では、未経験からベテランエンジニアまで幅広いが、 
20年以上が最も多く（22%）、次いで10-20年未満（17%） 

年代  エンジニア経験年数  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※N=2756  ※N=2756 

年代・エンジニア経験年数



※N=2756 

職業区分

❏ 正社員が最も多く（70%）、次いでフリーランス（9%）、学生（9%） 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※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

45.4% 

情報通信業のサービス領域  

業種

❏ 情報通信業が最も多く54%を占める。次いで製造業（12%）、学術研究、専門・技術サービス業（8%） 
❏ 情報通信業の中ではWebサービスが最も多く（45%）を占める。次いで情報処理サービス(SI)（20%）、ネイティブアプリケーション（8%） 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Webサービス 

19.0% 

2.1% 
5.8% 

7.8% 

20.0% 

その他 

ゲームプログラム 

ネイティブアプリケーション 

ハードウェア 

情報処理サービス 



※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。  ※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

開発形態  開発プロジェクト種別  

13.3% 

❏ 開発プロジェクト種別では、toB向け開発が43%、toC向け開発が13%。 
両方が26%、プロダクトの開発には携わっていないという回答が16% 

43.6% 

 26.7% 

 16.5% 

toB 

to C 

to B / to Cの両方 

プロダクトの開発には 
携わっていない（社内 SEなど） 

開発形態

❏ 開発形態では自社開発が57%、受託開発が35% 

自社開発 
57.4% 35.1% 

1.9% 

5.7% 

受託開発 

両方 
その他 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Webアプリケーションエンジニア 
バックエンドエンジニア 

フロントエンドエンジニア 

システムエンジニア 
インフラエンジニア・SRE 
フルスタックエンジニア 
プロジェクトマネージャ 

ITコンサルタント 
データ分析エンジニア 
組み込み系エンジニア 

Androidエンジニア 
その他エンジニア 

iOSエンジニア 
機械学習エンジニア 

コーポレートエンジニア（社内SE・情シス） 
エンジニアリングマネージャ 

デザイナー 
セキュリティエンジニア 

バックオフィス 
営業 

QAエンジニア 
ゲームプログラマ 

マーケター 
学生 

セールスエンジニア 
自然言語処理エンジニア 

AR/VRエンジニア 
ブロックチェーンエンジニア 

 

※N=2430　学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

❏ Webアプリケーションエンジニアが最も多く（15%）、               
次いでバックエンドエンジニア（14%） 

❏ フルスタックエンジニアは6% 

職種（全体）
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職種

❏ WebサービスではWebアプリケーション 
エンジニアが多い（11%） 

※N=101。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 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情報処理サービス (SI) 

❏ 情報処理サービス（SI）ではシステムエンジニア  
が多い（19%） 

❏ ネイティブアプリケーションではiOSエンジニア、　 
Androidエンジニアが同率で多い（それぞれ13%） 

ネイティブアプリケーション  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※N=329。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 ※N=696。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 



※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

役職

❏ 一般社員が最も多く 50%、次いでリーダーが 10%、マネージャー以上の役職は 7% 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❏ 年代別では、25-34歳では31%がリーダーを務め、35-44歳ではテックリードやマネージャー以上の役職が増える傾向。 
45歳以上では部長・役員の割合が大きく増加する傾向 

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

役職（年代別）
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企業規模

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。  ※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

年代別の企業規模割合  企業規模 

❏ 最も回答が多かったのは100-300人規模の企業の所属であるという回答 
❏ 100人未満で全体の41%、100-1000人未満で30%、1000人以上で25%を占め、その割合は2021年とほぼ同様 
❏ 企業規模が大きいほど35歳以上の層の割合が多い傾向 
❏ フリーランスでは35歳以上の割合が多く、経験を積んでから独立する人がいることが伺える 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エンジニアに人気の開発言語・ツール 



よく使う言語

17 / 64 ※N=2756 

順位  2022  2021  2020 

1  JavaScript  JavaScript  JavaScript 

2  Python  Python  HTML 

3  HTML  HTML  Python 

4  SQL  SQL  CSS 

5  CSS  CSS  SQL 

6  PHP  PHP  PHP 

7  Java  Java  Java 

8  TypeScript  C#  TypeScript 

9  C#  C++  Ruby 

10  C  C  C++ 

11  C++  TypeScript  C# 

12  VBA  Ruby  C 

13  Ruby  VBA  Go 

14  Go  Swift  VBA 

15  Kotlin  Go  Swift 

❏ JavaScriptが2020年、2021年に続き1位 
❏ Pythonは2021年から連続で2位に 



これから習得したい言語
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❏ 1位Python、2位Goと、2021年から変動なし 
❏ 3位はRust（2021年5位） 
❏ 5位はJavaScript（2021年3位） 

順位  2022  2021  2020 

1  Python  Python  Go 

2  Go  Go  Python 

3  Rust  JavaScript  TypeScript 

4  TypeScript  TypeScript  Rust 

5  JavaScript  Rust  JavaScript 

6  Swift  Kotlin  Kotlin 

7  Java  Swift  Swift 

8  Ruby  C++  C++ 

9  SQL  Java  Ruby 

10  Kotlin  Ruby  C# 

11  C#  SQL  SQL 

12  C++  C#  Java 

13  PHP  PHP  Dart 

14  Dart  HTML  PHP 

15  HTML  CSS  Haskell 

※N=2756 



言語別の年収

❏ GoとRustは年収800万円以上の割合が高い傾向（Go35%、Rust40%） 
❏ いずれの言語も年収500-800万円は23-29%程度 

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 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開発で使用しているエディタ

20 / 64 
※N=2377。全員（「使用していない」を除く）。複数回答 

順位  2022  2021  2020 

1  Visual Studio Code  Visual Studio Code  Visual Studio Code 

2  サクラエディタ   Visual Studio  Vim 

3  Vim  Vim  JetBrains IDE 

4  Visual Studio  サクラエディタ   Visual Studio 

5  JetBrains IDE  JetBrains IDE  サクラエディタ  

6  Eclipse  Eclipse  Atom 

7  秀丸エディタ   Xcode  Eclipse 

8  Xcode  Atom  Xcode 

9  Atom  秀丸エディタ   Sublime Text 

10  Sublime Text  Sublime Text  Emacs 

11  Notepad++  Emacs  秀丸エディタ  

12  TeraPad  Notepad++  Notepad++ 

13  Emacs  TeraPad  CotEditor 

14  nano  CotEditor  TeraPad 

15  CotEditor  Brackets  Brackets 

❏ Visual Studio Codeが2020年、2021年に続き1位 
❏ 2位はサクラエディタ（2021年4位）、 

3位はVisual Studio（2021年2位） 



開発でよく活用している技術・ツール（1）

CI/CD コード管理 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❏ コード管理の1位はGitHub、2位Git、3位GitLab  ❏ CI/CDの1位はGitHub Actions、2位はJenkins、3位AWS CodeBuild 

※N=2377。全員（「使用していない」を除く）。複数回答  ※N=1292。全員（「使用していない」を除く）。複数回答 



DB IaC 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❏ IaCの1位はAWS CloudFormation、2位はTerraform、3位はAnsible  ❏ DBの1位はMySQL、2位PostgreSQL、3位SQLite 

※N=854。全員（「使用していない」を除く）。複数回答  ※N=1983。全員（「使用していない」を除く）。複数回答 

開発でよく活用している技術・ツール（2）



ゲームエンジン  プロジェクト管理  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❏ プロジェクト管理の1位はBacklog、2位はRedmine、3位はJira  ❏ ゲームエンジンの1位はUnity、2位はUnreal Engine、 
3位はAmazon Lumberyard 

※N=1798。全員（「使用していない」を除く）。複数回答  ※N=429。全員（「使用していない」を除く）。複数回答 

開発でよく活用している技術・ツール（3）
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❏ 勤務先で導入しているパブリッククラウド、サーバーホスティングサービスは、1位がAWS（27%）、 
2位にGoogle Cloud Platform（13.4%）、3位はMicrosoft Azure（12.7%） 

勤務先で導入しているサーバ（全体）

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 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❏ 1,000人未満の企業では、AWSの導入率が高い 
❏ 1,000人を超える企業では、AWS、Microsoft Azure、オンプレミスと回答が分散 

※N=2179。学生・無職を除く、就業中の学生含む。フリーランスを除く。複数回答 

勤務先で導入しているサーバ（企業規模別）



エンジニアの働き方 



年代別 全体 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❏ 残業20時間未満が最も多く47%を占める、残業0時間は15% 
❏ 裁量労働制が適用されている人は4% 

❏ 年代別では、年齢層が上がるにつれ残業時間が増える傾向 

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。  ※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

1ヶ月の平均残業時間



  

0時間 20時間未満 20-40時間未満 40-60時間未満

60-80時間未満 80時間以上 フリーランス 裁量労働制のため残業なし

情報通信業のサービス種別  情報通信業 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❏ 情報通信業では、残業時間20時間未満が最も多く（50%）、 
次いで20-40時間未満（22%） 

❏ 情報通信業のうち、裁量労働制が適用されている人は3% 

❏ Webサービス、ネイティブアプリケーション、情報処理サービス(SI)では、

情報処理サービス(SI)が残業時間が多い傾向 

※N=1315。学生・無職を除く、就業中の学生含む。  ※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

1ヶ月の平均残業時間（業種別）

14% 

50% 

24% 

6% 

0.7% 
0.7% 

0.7% 

5% 

Webサービス  情報処理サービス（SI）  ネイティブ 
アプリケーション 

53% 

12% 

26% 

6% 

2% 
0.7% 

0.7% 
0.9% 

49% 

13% 

25% 

3% 

1.2% 
1.2% 

1.2% 

7% 

    
    



1ヶ月の平均残業時間（開発形態）

❏ 開発形態別では、自社開発に比べ受託開発の方がやや残業時間が長い 

※N=2179。学生・無職を除く、就業中の学生含む。フリーランスを除く。 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自社開発  受託開発 

1.4% 

15% 

48% 

0時間 

20時間未満 

20-40時間未満 

60-80時間未満　　 

40-60時間未満 

80時間以上 

フリーランス 

裁量労働制のため残業なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48% 

6% 

0.7% 

4% 

0.7% 

12% 

51% 

24% 

7% 

0.5% 
0.8%  4%  0.7% 



情報通信業 全体 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❏ 全体では「週3,4回程度」出社する割合が2021年から2ポイント上昇（11%→13%）。フルリモートの割合は2021年から変化はなかった（33%） 
❏ 全体、情報通信業別の両方で「リモート勤務していない」が2021年比で3ポイント減少 

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。  ※N=1315。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

出社頻度
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❏ Webサービス、情報処理サービス(SI)、ネイティブアプリケーションでは「リモート勤務していない」の割合が上昇。 
❏ 情報処理サービス(SI)のフルリモートの割合が2021年から11ポイント上昇している一方、ネイティブアプリケーションでは2ポイント減少 

※N=696。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 

出社頻度（情報通信業）

Webサービス 

※N=329。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 

情報処理サービス (SI) 

※N=101。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 

ネイティブアプリケーション  



受託開発 自社開発 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❏ 両者共通してリモート勤務していない人の割合が減少 
（2021年比で自社開発-9ポイント、受託開発-16ポイント） 

❏ 自社開発はフルリモート率が減少（2021年比で-4ポイント） 

※N=1394。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答  ※N=853。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 

出社頻度（開発形態）



出社頻度（企業規模別）

❏ フルリモート率が高いのはフリーランス（64%）、1-5人未満の企業（53%） 
❏ リモート勤務していない人が多いのは5-10人未満（34%） 

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 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年収・転職 



希望年収 現在の年収 

35 / 64 

❏ 300-500万円が最も多く34%、次いで500-800万円で34%  ❏ 年収アップを希望している人では+100万円希望が最も多く31%、 
次いで+200万円希望が23%。現在の年収で満足している人は13% 

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。  ※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

現在の年収・希望年収



希望年収（現在の年収別）

❏ 500万円未満では80%以上の人が年収アップを希望している 
❏ 1000万円以上では現年収+300万円以上（「それ以上」の回答）の年収アップを希望している人の割合が増える 

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 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開発形態 情報通信業 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❏ 情報通信業（ネイティブアプリケーション、情報処理サービス(SI)、　 
Webサービス）では、どの領域も約半数が500万円以上 

❏ 開発形態では自社開発の方が年収が高い傾向 

※N=1126。学生・無職を除く、就業中の学生含む。  ※自社開発:N=1394、受託開発:N=853学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 

現在の年収（情報通信業・開発形態別）

自社開発  受託開発 

    

10% 

29% 
36% 

13%  16% 

36% 
30% 

10% 

　　　　　　 

300万円未満 300-500万円未満 500-800万円未満 800-1000万円未満



現在の年収（企業規模別）

❏ 企業規模が大きくなるにつれ、年収が高くなる傾向 

38 / 64 
※N=2247。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

        300万円未満 300-500万円未満 500-800万円未満 800-1000万円未満 1000-1500万円未満 1500-2000万円未満 2000万円以上 わからない、答えたくない



エンジニア経験年数別  年代 

39 / 64 

❏ 年代別では、24歳未満では年収300-500万円未満が43%を占める  ❏ エンジニア経験年数別が5年以上の人は半数以上が年収500万円以上 

※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。  ※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

現在の年収（年代・エンジニア経験年数別）



全体 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❏ 転職回数が1-3回未満が最も多く53%、次いで3-5回未満が21%  ❏ 情報通信業（ネイティブアプリケーション、情報処理サービス(SI)、       
Webサービス）では、どの領域でも約7割が転職回数は3回未満 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。 

※N=1416。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

転職回数

情報通信業 



❏ 企業規模にかかわらず、転職回数が1-3回という回答が約半数 
❏ 企業規模が大きくなるにつれ、転職回数は減る傾向 

41 / 64 
※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありますか」で「はい」と回答した人のみ。 

転職回数（企業規模別）



❏ 年収2000万未満では、年収が高くなるにつれ転職回数が増える傾向 

42 / 64 

転職回数（年収別）

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありますか」で「はい」と回答した人のみ。 



❏ 「知人・友人に紹介された企業」「スカウトをもらった企業」へ応募を検討する人が多い傾向 
❏ 次いで、「エージェントに紹介された企業」「求人掲載している企業」「カジュアル面談をした企業」へ応募を検討する人が多い傾向 

43 / 64 

転職活動をする際、応募を検討する企業がどのような企業か

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありますか」で「はい」と回答した人のみ。 



❏ 「転職サービスに求人掲載している企業」では年収300-500万円未満の割合が最も高い（38%） 
❏ 「カジュアル面談をした企業」では年収500-800万円未満の人が40%を占める 

44 / 64 

転職活動をする際、応募を検討する企業がどのような企業か（年収別）

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありますか」で「はい」と回答した人のみ。 



❏ 74%が魅力的な仕事の発見、64%がキャリアプランの実現というポジティブな理由で転職を考えていた 
❏ 72%がキャリアへの不安・不満、68%が業務内容の不満、63%が自身の強みを活かすことが出来ていないと考えていた 
❏ 転職活動中/転職検討時に評価、勤務形態・残業時間に不満を抱えていた人は半数以下  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転職活動をした / しようとした時の状況（1）

当てはまる 当てはまらない 全く当てはまらないとても当てはまる

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありますか」で「はい」と回答した人のみ。 



キャリアプランを実現したい  今より魅力的な仕事を見つけた  

46 / 64 

❏ 年収が高まるにつれ、転職活動中/転職検討時に魅力的な仕事を見つけた 
という人が増加する傾向 

❏ 年収が高まるにつれ、転職活動中/転職検討時にキャリアプランを 
実現したいと考える人は減少する傾向 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。 

※N=1416。学生・無職を除く、就業中の学生含む。 

転職活動をした / しようとした時の状況（2）年収別

当てはまらない 全く当てはまらない 当てはまらない 全く当てはまらないとても当てはまる 当てはまる とても当てはまる 当てはまる



業務内容の不満がある（仕事がつまらない）  キャリアへの不安・不満がある  

❏ 年収1500万円以上では転職活動中/転職検討時にキャリアへの 
不安・不満があると回答する人の割合が大幅に減少 

❏ 年収が高まるにつれ、転職活動中/転職検討時に業務内容の不満がある 
（仕事がつまらない）と考える人は減少する傾向 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。

転職活動をした / しようとした時の状況（3）年収別
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当てはまらない 全く当てはまらない 当てはまらない 全く当てはまらないとても当てはまる 当てはまる とても当てはまる 当てはまる



自身が持っている強みを活かすことが出来ていない  

❏ 年収1500万円以上になると、転職活動中/転職検討時に「自信の強みを 
活かすことが出来ていない」と考える人は半数以上という結果 

❏ 年収が高まるにつれ、会社の成長性や将来性への不安がある人は　　 
減少する傾向 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。

会社の成長性や将来性への不安がある  

転職活動をした / しようとした時の状況（4）年収別
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当てはまらない 全く当てはまらない 当てはまらない 全く当てはまらないとても当てはまる 当てはまる とても当てはまる 当てはまる



評価されているけど、思ったよりも給与がもらえていない  

❏ 年収2000万円以上では、転職活動中/転職検討時にも、既に年収に 
ある程度満足していることが伺える 

❏ 年収2000万円未満では、転職活動中/転職検討時に人間関係への 
不満がある人は約半数 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。

上司や同僚など人間関係への不満がある  

転職活動をした / しようとした時の状況（5）年収別
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当てはまらない 全く当てはまらない 当てはまらない 全く当てはまらないとても当てはまる 当てはまる とても当てはまる 当てはまる



評価に不満がある  

❏ 年収1000万円未満では、転職活動中/転職検討時に評価に不満があると 
考える人は半数程度 

❏ 年収が高まるにつれ、転職活動中/転職検討時に勤務形態・残業時間の 
不満がある人は減少する傾向 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。

勤務形態・残業時間の不満がある  

転職活動をした / しようとした時の状況（6）年収別
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当てはまらない 全く当てはまらない 当てはまらない 全く当てはまらないとても当てはまる 当てはまる とても当てはまる 当てはまる



❏ 「給与」「仕事内容」「自分のスキルを活かせる」がトップ3にランクイン 
❏ 「勤務地」は7位に下落（2021年5位）の一方、「リモート勤務の有無」は4位に上昇（2021年7位）。在宅勤務の普及の影響が見られる 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※N=1888。 
学生・無職を除く、就業中の学生含む。「現在までに転職を経験もしくは　　　　検
討されたことがありますか」で「はい」と回答した人のみ。 

転職検討時に重要視する項目



❏ 全年収に共通して重要視されているのは「給与」「仕事内容」「自分のスキルを活かせるか」 
❏ 年収500-1500万円未満では「リモート勤務制度の有無」が4位に 
❏ 年収300-500万円未満のみ「技術スタック」「社内でのエンジニアの地位」を重視している　 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転職検討時に重要視する項目（年収別）

300万円 

※N=202 

800-1000万円 

※N=217 

300-500万円 

※N=607 

1000-1500万円 

※N=98 

500-800万円 

※N=202 

1500万円以上 

※N=202 

仕事内容  
30.2% 

自分のスキルを活かせる  
16.6% 

休日・休暇  
14.3% 

勤務地 
14.3% 

給与 
24.7% 

給与 
35.2% 

仕事内容  
31.0% 

自分のスキルを活かせる  
19.8% 

技術スタック  
9.5% 

社内でのエンジニアの地位  
35.2% 

給与 
31.6% 

仕事内容  
27.9% 

自分のスキルを活かせる  
17.7% 

リモート勤務制度の有無  
11.9% 

勤務地 
10.9% 

給与 
29.1% 

仕事内容  
25.4% 

自分のスキルを活かせる  
21.2% 

リモート勤務制度の有無  
13.6% 

社風 
10.6% 

給与 
31.3% 

仕事内容  
27.2% 

自分のスキルを活かせる  
15.4% 

リモート勤務制度の有無  
14.0% 

社風 
12.1 

給与 
30.0% 

仕事内容  
30.0% 

自分のスキルを活かせる  
21.4% 

会社の将来性  
10.0% 

休日・休暇  
8.6% 



カジュアル面談実施社数  

❏ カジュアル面談実施社数は2021年同様、1社が最も多く（13%）、 
次いで3社（11%） 

❏ 面接実施社数は1社が最多で21%、3社が2021年3位から2位に上昇（16%） 

❏ カジュアル面談実施社数・面接実施社数ともに3社以内に収まる人が多い傾向 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。 

※N=1888。学生・無職を除く、就業中の学生含む。　　
「現在までに転職を経験もしくは検討されたことがありま
すか」で「はい」と回答した人のみ。

面接（選考）実施社数  

転職時のカジュアル面談／面接（選考）実施社数
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❏ 1位には日本マイクロソフト株式会社（Microsoft）、2位は株式会社マネーフォワードがランクイン 
❏ 3位はfreee株式会社、株式会社メルカリが同率でランクイン 

※N=286。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答
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順位  企業名  順位  企業名 

1  日本マイクロソフト株式会社  5  合同会社DMM.com 

2  株式会社マネーフォワード  5  株式会社SHIFT 

3  freee株式会社  5  株式会社リクルート 

3  株式会社メルカリ  5  アイレット株式会社 

4  LINE株式会社  5  アクセンチュア株式会社 

4  株式会社SmartHR  5  デロイトトーマツコンサルティング合同会社 

4  株式会社ゆめみ  5  株式会社ヌーラボ 

4  株式会社Mobility Technologies  5  本田技研工業株式会社 

4  ラクスル株式会社   

5  バクスター株式会社     

「この企業のカジュアル面談は体験が良かった」と感じた企業



❏ 1位はグーグル合同会社（Google）、株式会社ゆめみが同率でランクイン 
❏ 2位に株式会社メルカリ、3位にヤフー株式会社がランクイン 

※N=165。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答

「この企業は良いカジュアル面談を提供している」というイメージがある企業
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順位  企業名  順位  企業名 

1  グーグル合同会社  5  Sansan株式会社 

1  株式会社ゆめみ  5  株式会社SmartHR 

2  株式会社メルカリ  5  株式会社ラクス 

3  ヤフー株式会社  5  キャディ株式会社 

4  アマゾンウェブサービスジャパン合同会社  5  チームラボ株式会社 

4  freee株式会社 

4  LINE株式会社 

4  サイボウズ株式会社 

5  楽天グループ株式会社   

5  アクセンチュア株式会社     



個人・企業の情報発信 



❏ Qiita以外のアウトプットサービスの1位はTwitter（29%）、2位は個人ブログ（18%）、3位はnote（9%） 
❏ Qiita以外でアウトプットをしていないという回答（29％）も目立った 

開発についてQiita以外でアウトプットを行っているサービス

57 / 64 
※N=2756 



Q.  アウトプットしているサービスが複数ある場合、どのように使い分けているか教えてください 

アウトプットを行っているサービスの用途

58 / 64 

❏ Twitterはメモとしての活用や簡単な情報共有の場として、Qiita等の情報共有プラットフォームは知識を体系的にまとめ、 
発信する場として活用しているという回答が複数見られた　 

Twitterは発見したことの共有をしている。  
Qiitaでは再現手順やソース、実際の結果などを  
明記してまとめている  

　

Qiitaには技術的な内容を、  
noteにはキャリアに関わる内容や  
技術以外のTips等を投稿 

　 Qiitaはポートフォリオとして、  
Twitterは技術的な発見や疑問をまとめる場として、  
個人ブログはキャリアなど技術に直接関係ない内容を投稿  

　

汎用的な技術知識は Qiitaで、 
個人的な見解や非技術系のアウトプットは  
個人ブログで発信  

　



❏ 1位にクラスメソッド株式会社（14%）、2位に株式会社ゆめみ（13%）がランクイン 
❏ 次いで、3位株式会社メルカリ（7%）、4位クックパッド株式会社（4%）、5位LINE株式会社（3%）がランクイン 

※N=885。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答

技術ブログやSNS等で、技術に関する情報発信を積極的に行っていると思う企業
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順位  企業名  順位  企業名 

1  クラスメソッド株式会社  11  さくらインターネット株式会社 

2  株式会社ゆめみ  11  株式会社MIXI 

3  株式会社メルカリ  12  アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 

4  クックパッド株式会社  13  株式会社LIG 

5  LINE株式会社  13  株式会社ラクス 

6  株式会社サイバーエージェント  14  Qiita株式会社 

7  ヤフー株式会社  14  株式会社リクルート 

8  日本マイクロソフト株式会社  15  アマゾンジャパン合同会社 

9  グーグル合同会社  16  株式会社ディー・エヌ・エー

10  サイボウズ株式会社  17  freee株式会社 



❏ トレンド情報を知るために企業の技術ブログやSNSをチェックしているという回答が最も多い（33%） 
❏ 次いで、情報収集のため（15%）、自己研鑽のため（15%）、業務に役立つため（6%）という回答が多い 

※N=885。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答

企業の技術ブログやSNSをフォローしたり定期的にチェックしたりしている理由

60 / 64 



❏ 給与や評価制度を知りたいという回答が最も多い（15%） 
❏ 次いで、スキルを活かせるか（13%）、労働環境（11%）、扱っている技術（11%）を知りたいという回答が多い 

エンジニアが働く企業について知りたいこと
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※N=2430。学生・無職を除く、就業中の学生含む。複数回答 



❏ 就業者と同様に、学生でも給与や評価精度を知りたいという回答が最も多い（14%） 
❏ 次いで、スキルを活かせるか（13%）、扱っている技術（11%）、福利厚生（11%）を知りたいという回答が多い 

エンジニアが働く企業について知りたいこと（学生）
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※N=305。学生、就業中の学生。複数回答 



お問い合わせ 

ご質問などございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。 
 
Qiita株式会社 プロダクトマーケティンググループ 
https://support.qiita.com/hc/ja/requests/new 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