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１－１ 研究背景

• 就職活動の特徴
▫ 人生の選択を行う重要な活動である
▫ 未経験前提で行う活動である
▫ それぞれの活動スタイルが存在する

• 就職活動の位置づけ
▫ 有期性 → 就職先を見つけること

▫ 独自性 → 最適な企業に就職するという目標

上記の特徴を踏まえて考えると、就職活動は

プロジェクトの一種であると言える。



１－１ 研究背景

• PMBOK
▫ プロジェクトをマネジメントする知識体系
▫ ９つのマネジメントエリアから成り立っている

•スコープ
•タイム
•コスト
•品質
•人的資源

•コミュニケーション
•リスク
•調達
•統合



１－１ 研究背景

• 就職活動中の過負荷なエリア
▫ タイム ： はじめての活動なので管理が困難

▫ スコープ ： 活動の洗い出しと定義が必要

（他のエリアについては簡略化することが可能）

→本研究では、この２つのエリアのマネジメントを重視
し、他のエリアは簡略化する手法を考案する。この手
法をセルフマネジメントと呼ぶ。



１－２ 研究目的

• 研究の目的
▫ セルフマネジメントの支援を行うシステム

JHS３(Job Hunting Schedule Simulate System)の
提案と試作。

▫ システムが期待する効果
就職活動に要する時間を概算で見積もる。

活動計画の立案・遂行・変更の
自律的なマネジメントが行えるようにする。



１－３ 問題点（克服すべき課題）

• 準備作業の見積もりに関する問題点

（毎日コミュニケーションズ）



終盤になっても、準備作業が
低く推移している



終盤になっても、準備作業の
達成度が低く推移している



１－４ 先行研究

• 初期の段階で詳細な日程が定義できないが、工
程全体と成果をマネジメントしていく手法
▫ 鉄道のスケジューリング（富井 2004）

列車計画

車両運用

乗務員

構内作業

列車計画

車両運用

乗務員

構内作業

列車計画

車両運用

乗務員

構内作業

基本計画 実施計画 運転整理

ダイヤ改正 臨時列車 ダイヤ乱れ
各リソース制約を

満たす
スケジューリング
をしていく



２－１ システム化定義

• 就職活動のフロー

工数（一つの活動に
かかる時間）を見積
もる事ができない

(個人差の問題)

受ける会社数や、興
味のある業界数など
を参考に概算工数を
算出できる。



２－２ システム概要

• ユーザ：就活生
1. ユーザは就職活動中の活動規模や活動
期間などを就職活動中の戦略として入
力する。

2. システムが、入力した戦略をもとに、
工数を見積もってスケジュールをシ
ミュレートし、結果を表示する。

3. ユーザは、シミュレート結果をもとに
入力した戦略を評価する。戦略が良好
なら、就職活動中の行動目安として採
用する。

パラメータの入力
戦略策定

スケジュールシミュレーショ
ン

結果表示

戦略の評価

開始

戦略変更

戦略確定

終了



２－２ システム概要

• システム時間概念： １コマ３時間×４

移動時間＋イベント時間
等を考慮した時間



２－２ システム概要

戦略パラメータ種類 パラメータ名

活動期間 就活開始日、選考シーズン開始日、
終了目標日

就活規模 希望内定数、志望業界数、選考数、
説明会参加数、
筆記試験対策数（対策本数）

就活外作業 ｛週×時間帯配置情報｝
バイト、サークル、授業、その他

• 戦略パラメータ詳細
パラメータの入力
戦略策定

スケジュールシミュレーショ
ン

結果表示

戦略の評価

開始

戦略変更

戦略確定

終了



アクティビティ名 算出方法

自己分析 50コマ

企業研究
（企業数+説明会数）
コマ

業界研究 （業界数×10）コマ

筆記試験対策
（対策本数×10）
コマ

エントリーシート （企業数）コマ

• 工数算出方法

アクティビティ名 算出方法

就活外作業
（入力パラメータ集計）
コマ

選考
（入力パラメータ集計）
コマ

説明会参加
（入力パラメータ集計）
コマ

２－２ システム概要



２－２ システム概要

• スケジュールシミュレーション結果表示
▫ 各作業の工数グラフ
▫ カレンダービュー

パラメータの入力
戦略策定

スケジュールシミュレーショ
ン

結果表示

戦略の評価

開始

戦略変更

戦略確定

終了



２－２ システム概要

• 戦略の評価

余裕時間の考慮 判断 対応
就活期間を縮小する
就活規模を拡大する5割以上 余裕過剰
就活外作業を増やす

3～4割 適度 戦略確定
就活期間を延ばす
就活規模を縮小する1～2割 過密
就活外作業を減らす

パラメータの入力
戦略策定

スケジュールシミュレーショ
ン

結果表示

戦略の評価

開始

戦略変更

戦略確定

終了



３－１ 画面紹介 パラメータ入力画面



３－１ 画面紹介 パラメータ入力画面



３－２ 画面紹介 結果分析



３－２ 画面紹介 カレンダービュー



４－１ 評価と結論

• 評価方法：アンケート
• 対象：学生
• アンケート項目
▫ システム利用後、就職活動戦略を変えようと思っ
たか（YESの場合はかえる戦略も）。

• 結果
▫ ほとんどの学生が、システム利用後に戦略パラ
メータを変えると答えた。就活概算スケジュール
見積もりツールを使うと、就活中の戦略の立案を
考えるきっかけを与える事ができた。



４－１ 評価と結論

• 就職活動における進捗管理の問題点を明らかに
した
▫ 工数見積もりが難しい
▫ 重要なプロジェクトなので管理する必要がある

• スケジュールシミュレートシステム「JHS３」
を提案・試作した
▫ 活動中の戦略を策定し、シミュレート結果からその戦
略を評価するシステム

• 学生に対しJHS３のデモとアンケートを実施
▫ JHS３のスケジュールシミュレートによる戦略策定に
一定の効果がある事がわかった



４－２ 今後の課題

• 工数算出エンジンの精微化をする必要がある。
▫ 各工数算出エンジンは概算のもののため、パラ
メータに即したデータ以外は、ユーザの使用動向
をモニターしてデータを得、分析する必要がある。

→スケジュールの見積もりだけでなくスケジュール
管理・運用までを含めたシステムを開発し、デー
タ観測を行う環境を整える必要がある。



おわり

• ご清聴ありがとうございました。
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