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卒業研究要旨 

 

様々なプロジェクトにおいて、スケジュールを立案するということは重要事項の一つ

である。 

今日で、スケジュール立案に関する代表的な考え方には PMBOK が挙げられる。プロジ

ェクトにおける各作業工程の所要日数を見積もって、 終的なプロジェクト終了までの

マネジメントを実施する。こういったツールによる所要日数の見積もりは、企業などの

場合は過去のプロジェクト開発の状況が反映されるため、データに基づいたある程度正

確な所要日数が算出される事が多い。 

就職活動の場合は、進捗管理は就活生個人で行われる。これは、就活のスタート時期

やゴールの基準、志望業界、面接対策方法など、学生それぞれで就活スタイルが違うた

め、従来のプロジェクトマネジメントでは就職活動中のスケジュールに対応する事がで

きないからである。しかし、就職活動は人生の大きな転換期であるため、企業のプロジ

ェクトと同様に適切なマネジメントが行われる必要がある。 

就職活動をプロジェクトマネジメントするには、就職活動中のあらゆる活動一つ一つ

を切り離し、それらの活動の所要日数を見積もる事が必要になってくる。しかし、特に

学生にとっては初めての活動であるため、どの作業にどの程度日数を見積もれば良いか

正確に試算することは困難である。よって、就職活動を進捗管理するためには、各活動

の所要日数の試算支援を、様々な就活スタイルに対応して提供することが重要となる。 

本研究では、就活での個々のスケジュールをシミュレートするシステム「JHS3(Job 

Hunting Schedule Simulate System)を提案する。このシステムは、就活を始める前や、

就活中の学生が、就活中の基本戦略を立てるためのシステムである。戦略の立案は、就

活中に想定される作業をパラメータとして入力することで行い、スケジュールをシミュ

レートする。学生はシミュレートされたスケジュールを評価し、その結果として基本戦

略採用するまで戦略立案を繰り返すことで、おおよその自分にあった就活スタイルを模

索することができる。 

JHS3 の開発にあたっては、オープンソースの XOOPS と、開発環境パッケージの XAMPP

を用いる事で開発工数を削減し、カレンダービューなどのモジュールを導入するなどし

て実際の進捗管理に反映させやすくした。 

JHS3 の評価ヒアリングとアンケートを学生に依頼し、システムの有用性と改善点を

明らかににした。ヒアリングとアンケートの結果では、システムを使用した多くの学生

がシミュレート結果から、戦略を見直したいという回答を得る事ができ、シミュレーシ

ョンによる就職活動戦略策定に対する一定の効果があることが判明した。この結果を踏

まえて、就職活動戦略策定と JHS3 の今後の課題について考察した。 
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１章 序章 

 
１-１ 研究の背景 
日本では、大学の新卒生を毎年春に一斉雇用するという企業が多い。したがって、就

職活動シーズンというものが存在する。主に、入社式の前々年度の秋（大学 3 年時）か

ら、前年春（大学 4 年時）にかけての期間である。特に 2 月～5 月にかけての期間は選

考が本格的になる期間であるため、就活生はこの時期に向けて準備を整えることになる。 
就職活動は一般的に、志望する職種・業界を特定し、選考対策を行い、選考をうけ、

選考合格によって内定を取得するというプロセスで進行していく。しかしこれらの活動

にかかる時間を見積もることは容易ではない。企業側の選考において内定が得られなけ

れば、再びこれらのプロセスを繰り返す必要がある。また、内定に至った場合でも、学

生自身が対象企業に満足するか、ないしは妥協をするかしなければ、他によい企業を求

めてこの一連のプロセスを繰り返す必要がある。 
こうした繰り返しの負荷を少しでも軽減するために、多くの学生は就職活動の前半部

における業界研究や選考対策の準備に時間をかけていく。しかし、面接試験など企業に

赴いてはじめて気が付くこともあるので、そこで新たに準備作業を追加することや、受

験する企業を増やす事も考えられる。また、多くの学生にとって、企業に赴いての面接

試験はじめてのことでもあるので、不安解消と練習の意味で、本命でない企業を受験す

ることも考えられる。 
選考のイベントが多く開催されるようになる中盤から後半の時期になると、学生は当

初の予定よりも多くのイベントに参加する事になり、スケジュールが過密になっていく。

スケジュールが混みだすと、一つのイベントに対して集中力を高めて準備をすることが

不十分になりがちである。例えば一つの企業に対する選考準備段階では、企業側からの

事前課題等が出ていると準備ができない時点で選考に進む事すらできない。面接におい

ては、その企業の理念や特性を調査し、自分の能力や適性と関連付けて志望動機などを

述べられるようにすることが望ましいが、時間が不足するとありきたりの言い方や、同

じ業界内での使いまわしなどでしか準備できず、企業側に自分の個性を十分にアピール

しにくい。 
こうしたリスクは、多数の企業を受験するためにはある程度覚悟しなければならない

ことではあるが、本命と思う企業に対しては十分に準備し、 良のコンディションで試

験に臨みたいものである。また、就職志望の学生にとっては、内々定で得られた企業に

対する内定を決めることが も重要な決断である。試験で受けるプレッシャーや合格不
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合格の通知待ちなど心理的な不安が残るなかで、内々定が得られた企業の中から 1 社を

選ぶ決断を、冷静に、自分の将来と現実の状況を十分勘案して行わなくてはならない。 
また、就職活動シーズンは、学生生活でいう3年から4年にかけての時期であるので、

学生生活が成熟し、勉学や課外活動などを重要視している学生も多い。就職活動は、多

くの時間をかけるほど納得のいく成果、つまり内定取得と、それへの心構えが得られる

可能性が高まるが、それと同時に学生生活を圧迫することになる。このため、学生生活

と就職活動との比重のかけ方を考えておく事が重要である。就職活動への比重のかけ方

は、その学生の学生生活と、就職活動に対する考え方によるであろう。また、同じ就職

活動への時間のかけ方でも、多数の企業を受験していくタイプや、少数の企業に対して

重点的に取り組むタイプなどが存在し、それは、その学生の就職に対する思いや就職戦

線の状況によって向き不向きが考えられる。 
 
このように就職活動のスケジューリングには、 
1. 就職という人生の選択を円滑に行うという目的の重大さ 
2. 面接など学生にとって未知のイベントにより見通しが立てにくいこと 
3. 学生生活との関連も含めて、個人の就職活動スタイルに依存すること 
という大きな問題が存在する。しかし、就職志望の学生たちには、これをガイドする

方法論やツールが不足しており、スケジュールが過密となって、重要な決断に対して十

分時間をかけることができない場合も少なくないのが現状である。 
 
１-２ 研究の目的 
本研究では、就職活動に要する時間を初期の段階で大まかに見積もり、学業や課外活

動への割り振りも含めて計画的に就職試験への準備を進めて、学生が就職試験と就職先

の決定にベストを尽くせるようにする方法を開発することを目的とする。 
そこで、人間の活動に要する時間とそれに関連する作業を管理するフレームワークと

して、プロジェクトマネジメント（Project Management)を導入し、就職活動のマネジ

メントに必要な要素を取り入れていく。また、就職活動に要する時間を概算で見積もる

ための簡易的なシミュレータである JHS3（Job Hunting Schedule Simulate System）

を開発し、就職志望の学生がこれを利用して、就職活動の立案、遂行あるいは予定変更

など自律的なマネジメントが行えるようにする。 
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１-３論文の構成 
本論文は全 6 章からなる。 
第１章では、序論として本研究を行うにあたっての背景および目的を述べた。 
第２章では、就職活動とプロジェクトマネジメントの特徴を対比させ、就職活動をプ

ロジェクトマネジメントする上での方法や課題について述べる。 
第３章では、本研究で提案するスケジュールシミュレートシステム「JHS3」の目的

と概要について述べる。また、JHS3 の就職活動での振る舞いについても述べる。 
第４章では、JHS3 の開発と実現方法について述べる。開発環境などを示しつつ、

JHS3 の設計図を示す。また、具体的な画面につちえも消化しうる。 
第５章では、JHS3 の評価について述べる。ユーザから得た評価や、研究を進めるに

あたって考察した評価などをもとに、JHS3 の有用性や問題点などを考慮する。 
第６章では。本研究の成果についてまとめ、今後の成果について述べる。 
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２章 プロジェクトマネジメント 

と就職活動の現状整理 

 
２-１ 就職活動の現状 
まず、就職活動の特徴について整理する。本節で示すデータはすべて、株式会社毎日

コミュニケーションズが新卒人事担当者向けに解説している web サイト『 [1]マイコミ

採用サポネット 2010 年卒対象の学生就職モニター調査』から引用、または調査データ

をもとに図を作成したものである。 
 
 

 

図 2. 1 時系列でみた就活生の行動の特徴（参考 [1]） 
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図 2.1 は 2008 年 10 月から 2009 年 4 月まで半月区切りで実施したアンケート結果を

集計したものである。この図からよみとれることは以下の通りである。 
まず、１月後半からアンケート終了である 4 月後半にかけて、一次面接や 終面接な

どといった選考関係の行動が増大していることがわかる。また、面接を受けることが前

半は少ない一方で、準備作業である業界・企業・仕事研究と自己分析の値は前半後半を

問わず 50%周辺を推移しており、いずれも高い事が見て分かる。 
以上のことから、面接が過密になる時期においても、自己分析や研究などの準備作業

は継続して行われる傾向にある事がわかる。言い換えれば、期間全体を通して準備作業

が行われ続けているということである。 
 

 

図 2. 2 時系列で見た準備作業達成度合いの特徴（参考 [1]） 
 

図 2.2 は図 2.1 と同じサイトの、面接準備作業の達成度合いに関するデータを示し

たものである。こちらの図においても、準備段階の作業が、1 月後半からの面接過密

期で十分にできているという事を示す回答が少なく、漠然と決まっている、まあまあ

できているといった、未完成であることを示す回答が多い事がわかる。特に自己分析

が十分できているという回答に関しては、調査の 終月である 5 月においても 24％程

度で数値が低い。 
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２-２ プロジェクトマネジメント 
２-２-１ プロジェクトとは 

次に、就職活動に適切なプロジェクトマネジメントを実施するにあたって、一般的に言

われるプロジェクトとはどのようなものかを整理する。プロジェクトマネジメント協会

（PMI「Project Management Institute」）では、プロジェクトを以下のように定義してい

る。 
 

「プロジェクトとは、次の二つの条件を満たす業務の事を言う 
●有期性(temporary)：明確な始まりと終わりがある 
●独自性(unique：創り出される成果物は唯一無二である。) 

引用：[2]PMBOK 第３版 
 
 
就職活動は、納得する企業から内定を得る事で終了するので有期性があり、学生そ

れぞれが企業への就職内定を成果物として求めていく活動なので独自性がある。そこで、

就職活動をプロジェクトとみなすことができる。 
 
２-２-２ PMBOK 
プロジェクトマネジメントで行う具体的な内容については、プロジェクトマネジメン

トのグローバルスタンダードとして認知されている PMBOK（A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge）（引用：PMBOK 第 3 版）という知識体系が良く知

られている。 
PMBOK では、プロジェクトの目標を満たすために実行される一連のアクティビティ

を、４４個のプロジェクトマネジメントプロセスとして定義している。各プロセスは多

くのプロジェクトで利用可能であるが、すべてのプロジェクトですべてのプロセスが必

要ではない。PMBOK ではプロジェクト・マネジャーがプロジェクトの必要性に応じて

選定し、実行することが好ましいとしている。 
各プロセスは、マネジメントの対象により、統合、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、調達という９つのプロジェクトマネジメント

知識エリアとして分類している。 
図 2.3 は、各マネジメントエリアそれぞれのベストプラクティスと認識されているプ

ロセスの関係を示したものである。表 2.1、表 2.2 はそれぞれ、図 2.3 の横軸である

PMBOK の 5 つのプロジェクトマネジメントプロセス群と、縦軸である PMBOK の 9
つの知識エリアについて説明したものである。 
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図 2. 3 PMBOK の知識管理体系（参考 [2]） 
 
 

表 2. 1 5 つのプロジェクトマネジメントプロセス群（参考 [2]） 
マネジメントプロセス群 プロセス概要 

立ち上げプロセス群 プロジェクトを定義し、認可するプロセス 

計画プロセス群 
プロジェクトの目標を達成するための計画を 

作成するためのプロセス 

実行プロセス群 
プロジェクトマネジメント計画に従い、 

作業を事項するプロセス 

監視コントロールプロセス群 
プロジェクトマネジメント計画との差異を識別し、 

解消するためのマネジメントを行うプロセス 
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表 2. 2 9 つの知識エリア(参考 [2]) 

知識エリア 所属プロセス 

統合マネジメント 
他の８つ知識エリアの各プロセスを 

統合するために必要なプロセス。 

スコープ・マネジメント 
必要な作業を過不足なく 

洗い出すために必要なプロセス。 

タイム・マネジメント 
プロジェクトを所定の期間内に 

完了させるために必要なプロセス。 

コスト・マネジメント 
プロジェクトを所定の予算内で 

完了させるために必要なプロセス。 

品質マネジメント 
確保すべき品質をマネジメント 

するために必要なプロセス。 

人的資源マネジメント 
チームを組織化し、マネジメント 

するために必要なプロセス。 

コミュニケーション・マネジメント 
関係者とのコミュニケーションを 

円滑に進めるために必要なプロセス。 

リスク・マネジメント 
リスクを識別・分析・対応策作成・監視 

及びマネジメントするために必要なプロセス。 

調達マネジメント 
必要なプロダクト、サービスなどを 

外部から購入・取得するために必要なプロセス。 

 
 
 
２-３ 就職活動の現状のマネジメント手法（セルフマネジメント） 
就職活動をマネジメントするうえでは、プロジェクト・リーダは就活生本人であり、

プロジェクト・マネジャーも本人である。プロジェクト・チームは就活生一人のみから

構成されている。以上のことから、就活の成功は就活生それぞれの経験と裁量からなさ

れていると考える事が出来る。よって、PMBOK の知識体系をすべてあてはめなくても、

就活生個人によるマネジメントが可能であると考える事が出来る。本論文では、このよ

うなマネジメント手法をセルフマネジメントと呼ぶことにする。 
就職活動のセルフマネジメントにおいては、以下のように PMBOK の体系から知識

エリアを選択する。 
タイムマネジメントは、就職活動にとって も留意すべきことなので管理対象として

選択する。 
スコープマネジメントは、タイムマネジメントの基礎となる作業項目の管理であるの
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で管理対象として選択する。 
コストマネジメントについては、説明会や面接に行くための交通費、宿泊費などを管

理するが、一定の予算を確保しておくことさえすれば、あとはコストの 適化を精密に

行うことはないので管理対象から除外する。 
品質マネジメントについては、自己分析や企業研究の質的な達成度の管理が考えられ

るが、これらは測定が困難であるので、分析や研究に費やした時間で管理し、タイムマ

ネジメントで代替する。 
人的資源マネジメントついては、チームとしては学生一人のプロジェクトであり、関

係者として登場する人間も企業の採用担当などに限定されるので管理対象から除外す

る。 
コミュニケーションマネジメントは、チームとして学生一人のプロジェクトであるの

で管理対象から除外する。 
リスクマネジメントについては、体調不良となることや交通や天候の不良に備えるこ

とが考えられるが、これらは就職活動に限らず一般的なことであるので、本研究では対

象外とする。また、分析や研究が思うように進まないことや、筆記試験や面接試験での

合格がまったく得られないこともリスクであるが、これらは、どの企業への就職を狙う

かという就職活動の要求仕様の設定に関わるスケジューリングなどとは次元の異なる

問題を含んでおり、これも管理対象から除外することにする。 
調達マネジメントについては、リクルートスーツや業界や企業を研究するための書籍

の購入などが考えられるが、いずれも一般の小売店において安価で手に入るので管理対

象から除外する。 
統合マネジメントについては、以上述べたように、スコープマネジメントとタイムマ

ネジメントしか扱わないことから、統合の負荷は少ないと考えて管理対象から除外する。 
以上により、本研究における就職活動のセルフマネジメントは、図2.4に示すように、

知識エリアとしてスコープマネジメントとタイムマネジメントから構成される。 
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図 2. 4 知識エリア中のセルフマネジメントの位置づけ 
 
２-４ 就職活動におけるスケジューリングの特徴 

就職活動において、企業へのアプローチの第一段階は、多くの場合、マイナビ、リク

ナビ等の就職活動情報サイト、または各企業の求人サイトなどから企業へエントリーし、

企業が開催する説明会やセミナーを予約することから始まる。各説明会やセミナーは定

員が決まっているため、就活生は席取り方式で開いているセミナーを予約していくこと

になる。このため志望業界や職種が決まっている学生は、自分の志望する企業全てに対

して開催されているセミナーの予約を行っておき、予定調整段階でキャンセルをすると

いうやり方や、そのキャンセルによって定員に空きが出たセミナーを狙って予約すると

いうやり方が可能である。 
このようなセミナー予約の特徴上、任意の日程に任意の企業を予約するということは

難しい。また、企業が開催しているセミナーの日時に自分の予定が空いていないという

状況も起こりうる。 
これらの状況は 初のセミナー予約段階だけでなく、１次選考通過後の面接の日程調

整にも訪れる可能性がある。たとえば企業側から選考通過通知後、通知される次の選考

の日時の予定が空いていないというケースなどである。 
このため、就職活動においては、初期の段階で終了までの詳細なスケジュールを決定

することが困難である。 
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２-５ 就職活動のながれの特徴 
さて、一般のプロジェクトマネジメントにおいては、作業日程の時系列を図示するこ

とが多い。図 2.5 は、ある IT プロジェクトの時系列での進行を示した図で、アローダ

イヤグラムという。矢印は作業の進行を表しており、基本的にプロジェクト開始から終

了までの矢印の方向は一方向であるという特徴がある。また、各作業には作業ごとに順

番関係があり、矢印の前の作業が終了しなければ次の作業に進めないという制限がある。 
 
 

 

図 2. 5 一般のプロジェクトのながれ 
（ [3]日本 IBM PM 研修資料） 

 
 
 
一方、就職活動の作業の進行の例を図 2.6 に示す。この図は図 2.5 と同じようにプ

ロジェクトの流れを示すものであるが、作業項目が８つに分けられているものの、各

作業が終了するのは「内定」以外全て 5 月であり、各作業の工数についても示されて

いない。就職活動の初期においては、作業項目をこれ以上詳細に分解し、順序立てる

事がなされておらず、ほとんど進行が管理されていないと言っても過言ではない。 
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図 2. 6 就職活動のながれの例 
（ [4]名桜大学 就職支援サイト 

URL:http://www.meio-u.ac.jp/job/01shiryoushitsu/04nagare.html) 
 
 
２-６ 階層的なスケジューリングに関する先行例 
ところで就職活動のように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ことについては、産業の各分野で様々な経験と工夫がなされ

ている（参考文献：論文１・論文２・論文３）。ここではその代表例として、列車ダイ

ヤの計画について述べる。 
日本の鉄道は世界的に見ても遅延が少ないという事で有名であるが、これは日本の鉄

道が、あらかじめ定められたスケジュールを厳密に守って動いているからである。この

スケジュールは一般的にはダイヤと呼ばれる列車計画のことをさす。列車計画とは、列

車一本一本に対して、各駅の着時刻・初時刻・番線などを定めたもので、時刻は JR の

多くの線区では15秒単位で作られている。鉄道のスケジュールの構造を図 2.7に示す。 
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図 2. 7 鉄道のスケジューリングの構造 

（ [5]鉄道のスケジューリングアルゴリズム 現状と今後の課題より） 
 
ダイヤの作成は、図のように 3 段階で行われている。まずは車両や乗務員、そして駅

や線路などと、路線ごとの乗客数などから、基本となるダイヤを計画する。これは基本

計画と呼ばれていて、主にダイヤ改正時に行われる。次に、年末年始や花火大会など需

要が多い日時、季節などに応じて臨時列車を運転する事がある。このため、その時期ご

とにダイヤを調整する必要がある。この計画を実施計画と呼ぶ。 後に、事故や災害な

どによって、毎日の実施計画が乱される事がある。この場合は一時的に列車ダイヤの変

更を行って、乱れたダイヤを実施計画に戻す必要がある。これを運転整理という。 
鉄道のように厳密に管理しなければならないスケジュールにおいては、このように大

まかな計画から徐々に詳細化するという考え方で管理されることが多い。これは就職活

動のスケジュール管理においても適用できる可能性があると言える。 
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３章 スケジュールシミュレートシステ

ム JHS3 の提案 

 
３-１ JHS3 の目的と概要 
ここでは、本研究で提案するスケジュールシミュレートシステム「JHS3（Job 

Hunting Schedule Simulate System）」の目的と概要について述べる。 
 
３-１-１ JHS3 の目的 

本研究で開発するシステム JHS3 は、就職活動の作業項目をより具体化したアクティ

ビティを示し、これをもとに概算の工数を見積もれるようにすることを目標としている。

そこで JHS3 では、学生に就職活動に対する戦略（受験する企業数など）を入力させて、

就職活動の各作業に割り当て可能な時間数を概算で算出する機能を開発した。また、こ

の就職活動の各作業に割り当てた工数と、就職活動以外のアクティビティ工数を全体の

時間から差し引いて、余裕時間を算出する。これによって就活生が、自分が立案した戦

略がスケジュール上で達成できるかどうか判断できるようにする。 
2 章で紹介した PMBOK の手法では、プロジェクトマネジメントの実現の考え方で 9

つの知識エリアをマネジメントする。JHS3 ではこのうち、タイムマネジメント、スコ

ープマネジメントの２つのエリアを重点化して支援するセルフマネジメント方式（2.3
節参照）を採用する。 
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３-１-２ JHS3 の概要 

JHS3 のシステム概念と、就職活動との関連図を図 3.1 に示す。JHS3 の対象ユーザ

は就職活動生であり、各就職活動生はシステムを利用するタイミングごとに考えうるイ

ベントのパラメータを入力し、その結果得られるシミュレートスケジュールを参考にし

て、実際の就職活動のスケジュールに反映していく。また、シミュレートされたスケジ

ュールを参考にして、繰り返してパラメータを設定しなおすことにより、就職活動全体

の概算スケジュールを完成させていくことも期待する。 
 

 

 

図 3. 1 JHS3 のシステム概念と、就職活動との関連図 
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３-２ JHS3 を用いた就職活動の戦略策定 
３-２-１ JHS3 利用フロー 

JHS3 の利用フローを図 3.2 に示す。ユーザは JHS3 が定める就職活動関係パラメー

タを入力し、シミュレーション結果を得る。そしてその結果を就職活動の戦略として評

価し、その戦略でいいのであれば実際の就職活動の戦略として確定する。戦略を変更す

るのであればもう一度パラメータ入力に戻り、戦略が確定するまでシミュレーションを

繰り返す。 

 
図 3. 2 JHS3 の利用フロー 

 
３-２-２ 就職活動戦略パラメータ 

JHS3 で入力するパラメータは、就職活動生が就活中に行う行動の方針を表した物で

ある。JHS3 ではこの入力を戦略策定と呼び、入力するパラメータは戦略パラメータと

呼ぶ。 
戦略パラメータに関する表を表 3.1 に示す。戦略策定に関する活動期間は、就職活動

の準備期間から選考が終わるまでの日数である。就活規模は、興味を持っていて業界研

究を実施する業界数、説明会に参加する企業数とそのうち選考を受ける企業数などであ

る。就活外作業は、バイトやサークルなど、就職活動とは直接関係ないが、就職活動中

にも並行して行うと思われる作業数である。 
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表 3. 1 JHS3 戦略パラメータ 

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、就活終了目標日 
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 
 
３-２-３ スケジュールシミュレーションの方法（スコープマネジメント） 
スコープマネジメントでは、プロジェクト中の作業一覧を洗い出す。これは通常 WBS

（Work Breakdown Structure）として図示される。就職活動を表した WBS の例を図

3.3 に示す。 

 

図 3. 3 就職活動の WBS 
 
この WBS は、マイナビ・リクナビ二つのサイトから、就職活動中の作業と関係ある

と思われる項目を洗い出した物である。JHS3 ではこの WBS に当たる情報を、利用者

から入力された戦略パラメータと、JHS3 内に保持したアクティビティ群から自動的に

生成する。 
次に WBS と同じサイトから、就職活動の作業項目の構成要素となるアクティビティ

の一覧を同様に洗い出したので表 3.2・3.3 に示す。 

17 
 



 
表 3. 2 就職活動準備期のアクティビティ 

「自問自答で自己分析する」 

「第三者に分析してもらう」 

「web の自己分析ツールを使って自己分析をする」 
自己分析 

「就職活動イベントに参加して自己分析をする」 

「就職活動イベントに参加して企業研究をする」 

「企業の個別説明会に参加して企業研究をする」 

「ネット上の情報を閲覧して企業研究をする」 

「インターンシップに参加して企業研究をする」 

「OB/OG 訪問をして企業研究をする」 

企業研究 

「第三者に相談して企業研究をする」 

「就職活動イベントに参加して業界研究をする」 

「企業の個別説明会に参加して業界研究をする」 

「ネット上の情報を閲覧して業界研究をする」 

「インターンシップに参加して業界研究をする」 

「OB/OG 訪問をして業界研究をする」 

業界研究 

「第三者に相談して業界研究をする」 

「就職活動イベントに参加して職種研究をする」 

「企業の個別説明会に参加して職種研究をする」 

「ネット上の情報を閲覧して職種研究をする」 

「インターンシップに参加して職種研究をする」 

「OB/OG 訪問をして職種研究をする」 

職種研究 

「第三者に相談して職種研究をする」 

「第三者に依頼して面接練習をする」 

「就活イベントに参加して面接練習をする」 

「選考の面接で面接の経験を積む」 

筆記試験の準備 

筆記試験対策・・・SPI や論文など 

「本やアプリケーションで筆記試験対策をする」 

面接の準備 

面接練習 

「本や練習によって論文対策をする」 

「本やアプリケーションで筆記試験対策をする」 
筆記試験の準備 筆記試験対策 

「本や練習によって論文対策をする」 
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表 3. 3 就活外・選考期のアクティビティ 

「バイトをする」 

「遊ぶ」 私生活作業 

「その他：食事・睡眠・家事・移動全般」 

「ゼミを受ける」 

「サークルに参加する」 学校生活作業 

授業を受ける 

セルフマネジメント 

「就活の目標をたてる」 

「スケジュール管理をする」 

「お金の管理をする」 

「目標を達成する」 

「予定変更に対応する」 

就活外作業 

プロジェクトマネジメント

「必要な本、情報、資金を調達・工面する」 

「エントリーシートを書く」 

「エントリーする」 

「事前課題に合格する」 

「面接会場に行く」 

面接選考 

「面接を受ける」 

「エントリーする」 

「事前課題に合格する」 

「面接会場に行く」 
筆記試験選考 

「面接を受ける」 

「選考に合格する 

「選考に不合格する」 結果 

「内々定を取得する」 

「内定を承諾する」 

内定を取得 

意思決定 
「内定を辞退する」 
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３-２-４ スケジュールシミュレーションの方法（タイムマネジメント） 

JHS3 では、就職活動のアクティビティごとに基準となる工数を定義している。これ

に戦略パラメータとして入力された企業数などをかけあわせて、全体の工数を算出する。

戦略パラメータからの算出方法の例と、基準工数の算出方法の例を表 3.4、表 3.5 に示

す 
 
 

表 3. 4 戦略パラメータからの工数算出方法 

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 

 
表 3. 5 基準工数の算出方法の例 

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 

エントリーシート対策 （企業数）コマ 

 

20 
 



 
３-２-５ スケジュールシミレーションの表示 
算出されたシミュレート結果をもとに、作業項目ごとの作業量の内訳と、全体を見通

した過密度を表示する。表示例を図 3.4 に示す。 

 
図 3. 4 シミュレート結果例 

 
３-２-６ 就職活動戦略の評価 
表示される評価工数に基づいて、学生は就職活動戦略が適切であるかどうかを評価す

る。評価のキーとなるのは、全体の時間から作業工数を引いた余裕時間の比率である。

図 3.4 の表示例では、空き時間 161 コマで、グラフ青色の箇所が該当する。プロジェク

トマネジメントの定説として、余裕時間は 2 割程度必要とされている。就職活動におい

ては不確定な要素が多いので、3～４割を適切な余裕時間と考えた。 
余裕時間の評価と、それに対するユーザの判断、対応の表を 3.3.6.1 に示す。余裕時

間が 1～2 割であれば過密な戦略であると判断し、就活期間を延ばす。就活規模を縮小

する。就活外作業を減らす。などといった対応をする。逆に余裕時間が 5 割以上ある時

は余裕が過剰であると判断し、就活期間を縮小する。就活規模を拡大する。就活外作業

を増やす。などといった対応を推奨する。 
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表 3. 1 JHS3 戦略評価と判断、対応例 
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 
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４章 スケジュールシミュレートシステ

ム JHS3 の開発 

 
４-１ JHS3 の内部設計 
この章では、JHS3 の開発と実現方法について述べる。導入するサーバやデータベースな

どについて述べ、JHS3 の設計図を示す。また、具体的な画面と使用例も紹介する。 
まずパラメータ入力では、就活生がそれぞれ、就職活動の期間、就職活動の規模、就職

活動外の行動について入力する。この際巡回セールスマン問題（注釈）のような、場合分

けの連続による難解さを緩和するため、実際のスケジュールにはないような概念を導入す

る。具体的には、就職活動中の行動を全てイベントという単位としてとらえ、さらに一日

の単位を午前、午後１、午後２、夕方という 4 つのコマに割り振るというものである。こ

うすることにより、実際のスケジュールとの類似性を保ちつつ、難解なアルゴリズムなし

でシミュレートをする事が可能となる。 
次にスケジュール生成では、入力されたパラメータをもとに場合分けを行い、その後イ

ベントを挿入する際にそれぞれのイベントが衝突（同じ時間帯にイベントが重複して登録

されること）しないように日程データベースに挿入することでシミュレートする。また、

日程データベースに登録する際は、各イベントとイベントが挿入されない空きの時間が、

スケジュール全体に分散するように登録する。 
以上に述べた詳細化された外部仕様に基づいて作成した JHS3のクラス図を図 4.1.1に示す 
 
４-２ JHS3 のシステムアーキテクチャ 

JHS3 のシステムアーキテクチャを図 4.2.1 に示す。web サーバーは Apache、デー

タベースは MySQL、スクリプト言語に PHP をパッケージとしてまとめた XAMPP を

用いている。また、コンテンツマネジメントシステムとして XOOPS を用いる。開発期

間は 2 カ月である。なお、XAMPP と XOOPS については後述する。 
スケジュールの生成に関しては、自作モジュール JHS3_generate_schedule.php を

用いて生成し、生成されたスケジュールのビューは、XOOPS 用カレンダーモジュール

の piCal を用いている。 
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図 4. 1 JHS3 のシステムアーキテクチャ 
 
４-３ JHS3 の画面構成 
 JHS3 の画面構成を図 4.3.1 に示す。 
 JHS3 の機能は主に、パラメータ入力・スケジュール生成・スケジュール分析・カレ

ンダービューの４つである。ユーザが設定したパラメータを基にスケジュールを生成し、

カレンダーモジュール piCal のデータベースに直接挿入することによってスケジュー

ルをシミュレートする。また、生成されたスケジュール上の空き時間や、イベントの埋

まり具合などの観点で分析したデータを表示することによって、生成されたスケジュー

ルの特徴をユーザつかみやすくなっている。 
 また、カレンダーモジュール piCal の仕様上、生成されたスケジュールの編集・新規

イベントの挿入ができる。ビューに関しても、年間表示、月間表示、一日表示、予定一

覧を切り替えて表示することができる。 
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図 4. 2 JHS3 の画面構成 

 
JHS3 の各画面に対応する表示内容を表 4.3.1 に示す 
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表 4. 1 JHS3 の表示内容 
画面名 表示 

戦略パラメータ設定 スケジュール生成に必要なパラメータ設定項目を表示 

スケジュール生成・分析 生成されたスケジュールの分析結果を表示 

スケジュールシミュレート 生成されたスケジュールをカレンダーにシミュレートした結果を表示 

イベント挿入 生成されたスケジュールに新たにイベントを挿入 

イベント編集 生成されたスケジュールのイベントを編集 

iCalendar エクスポート iCalendar にエクスポート 

月間表示 生成されたスケジュールの月間ビュー 

年間表示 生成されたスケジュールの年間ビュー 

一日表示 生成されたスケジュールの一日ビュー 

予定一覧 生成されたスケジュール一覧ビュー 

 
 
４-４ オープンソース XOOPS を用いたスケジュールシミュレートシステムの開発 
スケジュールシミュレートシステムはオープンソースシステムを用いて開発する。本

研究ではオープンソースシステムを利用することで開発工数を削減し、サイト管理の負

担をできる限り軽減する。 
 
４-４-１ オープンソースとは 
 オープンソースとは、The Open Source Initiative（OSI）が提唱した概念であり、

ソフトウェアの著作者の権利を守りながらソースコードを公開することを可能にする

ライセンス（ソフトウェアの仕様許諾条件）を指し示す。オープンソースは OSI によ

って、10 項目にわたる定義がなされており、ソースコードのオープン化や再頒布の許

可などの特徴を持つ。このため、オープンソースシステムの大半は無料で公開されてい

る事が多い。また、使用許諾条件を遵守すれば誰でも手軽に利用することができる。 
 
４-４-２ CMS とは 

CMS とは「Content Management System」の略称であり、テキストや画像などの

デジタルコンテンツを統合管理し、配信などに必要な処理を行う情報システムの総称を

指す。 
CMS を導入すると、HTML やディレクトリに関する知識がなくても、テキストや画

像等のコンテンツを用意できれば、web による情報発信が可能になる。また、テンプレ

ートにより全体のデザインを容易に変更でき、サイト構築を省略可する事ができる。ま

た、現存する CMS は、管理する web コンテンツの用途ごとにそれぞれ使い分けられる

事が多い。代表的な CMS を表 4.4.1.1 に示す 
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表 4. 2 CMS（Content Management System）の一例 

XOOPS ポータルサイト作成、日本向け 
OpenPNE SNS 運営 Mixi に類似 
Joomla! ポータルサイト作成、外国で主流、拡張性に優れる 
Moodle e-learning、学習用サイト作成（オンラインの授業用 web ページ） 

（荒井先輩の卒研 30 頁から引用） 
 
４-４-３ XOOPS 上でのスケジュールシミュレートシステムの開発 

本研究ではスケジュールシミュレートシステムというコンテンツを管理するCMSと

して、「XOOPS（eXtensible Object oriented Portal System）」を使用する。XOOPS
には多種多様なモジュールが存在し、公開されているモジュールを自由に組み込んで

Web コンテンツを作る事が出来る。XOOPS が動作する環境としては、Apache や IIS
などの web サーバシステム、MySQL や PostgreSQL などのデータベースマネジメン

トシステム、それから PHP や Peal などのスクリプト言語が導入されていることが

低条件となる。図 4.5.2.1 に示すように、XOOPS のインストールフォルダをダウンロ

ードし、インストールファイルをフォルダごとサーバ上にアップロードする。Web ブ

ラウザからサーバにアクセスすると、設定画面が表示される。設定画面に従って管理者

情報やデータベース情報を登録すると、インストールが完了する。インストール後は管

理者メニューからモジュールを追加し、システムのカスタマイズを行う。 
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図 4. 3 XOOPS 導入の流れ 

 
 

XOOPS 導入直後のサイトは何もコンテンツが存在せず、ただの空箱状態のサイトで

ある。ここに掲示板、ブログなどのモジュールをインストールすることでサイトを作成

する。基本的なモジュールとして、ユーザ登録管理、ニュース、フォーラム（掲示板）、

アンケート、プライベートメッセージなどが提供されており、XOOPS 導入後すぐにサ

イトを開設することができる。また、本格的に運用する際には、各カスタマイズモジュ

ールの導入が可能である。 
モジュールは XOOPS 開発者グループや XOOPS ユーザなどが開発している。作成者

のサイトからモジュールをダウンロードし、サーバの指定フォルダに格納し、管理者メ

ニューからインストール作業を行うことで利用する事が出来る。そのため追加機能を

初から開発する必要がなく、データベース設計もモジュール側が自動的に行うようにな

っている。したがって、初心者でも必要に応じて簡単にカスタマイズし、オリジナルの

ポータルサイトを構築する事が出来る。また、上級者になると、モジュールを自作して

インストールすることも可能である。 
XOOPS には豊富なテンプレートが用意されており、Web サイトのデザインに関する
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知識がなくても変更が容易である。モジュールと同様に、テンプレートを作成者のサイ

トからダウンロードし、サーバの指定フォルダに格納し、管理者メニューから表示設定

をすればよい。 
JHS3 を XOOPS で実現する際に使用したモジュールを表 4.5.2.2 に示す。Pico は、

html で表現されるような静的モジュールを容易に作成、管理することができるモジュ

ールである。パラメータを設定し、フォームでジェネレータに送るページをこのモジュ

ールで作成している。piCal は、XOOPS 用のカレンダーモジュールである。 
 

表 4. 3 使用モジュール一覧 
コンテンツ名 モジュール名 内容 

戦略パラメータ入力 Pico 静的コンテンツ管理 
カレンダービューア piCal 高機能カレンダー 

 
 
４-４-４ Apache・MySQL・PHP 導入パッケージ XAMPP 
本研究では XOOPS に必要な環境を整える際、それらすべてを一つのソフトウェアパ

ッケージにまとめた XAMPP（ザンプ）というソフトウェアを使用している。XAMPP
は主要ソフトウェアとして、XOOPS が動作する環境である Apache、MySQL、PHP
と Pael の 4 つの主要ソフトと、データベース管理ツール、いくつかの補助的なソフト

ウェアとライブラリモジュールなどが同梱されている。XAMPP に同梱されているソフ

トウェアの一覧を以下に示す。 
 

Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, 

phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System for Win32 and 

NetWare Systems v3.32, Ming, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, 

eAccelerator, SQLite, WEB-DAV + mod_auth_mysql. 

（引用：apachefriends_XAMPP URL：

http://www.apachefriends.org/jp/xampp.html） 
 
XAMPPの名前の由来は、複数のOSに対応しているため頭文字をXとしており、AMPP
は同梱されている Apache、MySQL、PHP、Peal の 4 つの主要ソフトの頭文字である。 

本来、前述の複数のソフトウェアは個別にインストールする必要があるが、XAMPP
を導入する事によって、一括でインストールする事が可能になる。ただしパッケージと

しての特性上、個々のソフトウェアのバージョンが必ずしも 新版ではない事が欠点の

一つである。しかし開発用や学習用のソフトウェアとしては十分な機能を有していると

いえる。 
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４-５スケジュールシミュレートモジュール設計 
以上では JHS3 の仕様や開発環境などについて述べた。それらに基づいて開発した JHS3

の具体的な機能を紹介する。 
 
４-５-１ 戦略パラメータ入力画面 

JHS3 の戦略パラメータ入力画面について、入力パラメータの種類ごとに図に示す。 
 

 
図 4. 4 就活期間パラメータ 

 
図 4.5 は就活期間に関するパラメータ入力項目である。 
就活スタート日は就活をスタートする日、選考シーズンスタート日は本格的に就活をス

タートする日、就活終了日はシミュレート上の就活終了目標日に対してそれぞれ年、月、

日を入力する。 
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図 4. 5 就活規模パラメータ 

 
図 4.6 は就活規模に関するパラメータ入力項目である。 
選考を含まない説明会参加数から選考に進む企業数を決め、さらにその中からシミュ

レーション上で取得する内々定の数を入力する。筆記試験対策に関しては、筆記試験対

策本を何冊やるかを入力する。業界に関しては、自分が興味のある業界を一覧から選択

する。 
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図 4. 6 就活外項目パラメータ 

 
図 4.4 は就活外作業に関するパラメータ入力項目である。就活外項目は授業・バイ

ト・サークル・その他からなり、それぞれを準備期と選考シーズン期両方に、曜日と時

間単位で入力する。 
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４-５-２ 生成スケジュール分析画面 
JHS3 の生成されたスケジュール分析結果を以下に示す。 

 
図 4..7 生成スケジュールの分析 

 
図 4.7 は入力パラメータを基に生成された就活スケジュールの分析画面である。ユー

ザはこの画面から、入力された戦略パラメータによって、どのような就職活動スケジュ

ールが生成されるかを判断する。判断材料は、スケジュール全体での各アクティビティ

と余裕時間を示した帯グラフや、準備期、選考シーズン期ごとに分けた詳細な空き時間

の表である。 
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図 4. 8 Pical によるカレンダービュー 準備期 

 

 
図 4. 9 Pical によるカレンダービュー 選考シーズン期 

 
図 4.6、4.7は生成されたスケジュールをカレンダーに挿入した際の結果画面である。

図 4.6 は準備期のスケジュールであり、制約スケジュールのみが挿入されている。図

4.7 は選考シーズン期のスケジュールであり、制約スケジュール、就活選考スケジュー

ルが挿入されている。 
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５章 スケジュールシミュレートシステ

ム JHS3 の評価 
５-１ JHS3 の評価 
この章では、本研究で提案する JHS3 の評価について述べる。評価のやり方は主にア

ンケートで行うものとし、アンケートの対象は就職活動経験・未経験を問わない学生と

した。 
また、研究の中で生まれたスケジュールシミュレータに対する課題を、筆者の自己評

価として述べた。 
 
５-１-１ アンケート・ヒアリング実施結果 

2010 年 1 月、情報学部 3・4 年生 9 名に対して JHS3 のデモを行い、ヒアリングと

アンケートを実施した。 
 
アンケートの項目は大きく分けて 2 種類あり、ひとつは実施者情報で、もうひとつは

システムを利用後の戦略パラメータを変更しようと思ったかについてである。アンケー

ト結果を表 5.1 に示す。 
 

表 5. 1 JHS3 アンケート結果 
就活期間についての変更 YES内訳
YES（変えようと思った） NO（変えようと思わなかった） もっと早く始める 5

7 2 もっと遅く始める
就活外イベントについての変更 その他 0
YES（変えようと思った） NO（変えようと思わなかった）

7 2
就活規模についての変更 YES内訳
YES（変えようと思った） NO（変えようと思わなかった） イベントを減らす 5

3 6 イベントを増やす
その他 0

YES内訳
選考を受ける会社を増やす 1
選考を受ける会社を減らす 1
説明会に参加する会社を増やす 1
説明会に参加する会社を減らす 0

2

2
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アンケートの結果、JHS3 を利用した多くの学生が、利用前に想定していた戦略パラ

メータを変えると答えた。また、パラメータを変えないという学生でも、全てのパラメ

ータを変えないと答えた学生は 1 名のみであった。 
ヒアリングは対象学生がシステム使用後に行った。ヒアリングから得た「システムに

関する意見・利用方法を表 5.2 に示す。 
 

表 5. 2 JHS3 システムの利用に関する意見・利用方法 

就活

経験 
学生の意見 学年 

なし 
就活の準備段階で、自分の就活スタイルのイメージをつかむのに 
役立つと思った。 

3 年 

なし 
1，2 年生が使うと、漠然とした就活のイメージがつかめて良いと 
思いました。 

3 年 

あり 
時間に対して、やった方がいいアクティビティが一覧で見られるのは

良いと思う。 
4 年 

あり 
自分の過ごしている時間の中でやるべき事を週単位まで見られたこ

とが良かった（工数が出る点） 
4 年 

あり 
カレンダーによる表示は、自分にどれくらい時間に余裕があるのか判

断しやすい。 
4 年 

あり 
自分に残された時間が可視化されていて、実世界での行動を考えるた

めの基準になりそう。 
4 年 

なし 
システムで実際にスケジューリングしてくれる事によって視覚的に

予定が分かって良かった 
3 年 

なし 
数を自由に設定できるので、どのくらい頑張れるのかという目標を立

てる部分で役立ちそうだった。 
3 年 
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ヒアリングから得た「システムの改善点」を表 5.3 に示す。主にインターフェースや

ビューに関する要望（説明や見せ方）が改善点として挙げられた。 
 

表 5. 3 システムの改善点に関する意見 

就活

経験 
学生の意見 学年 

なし 具体的な語句の説明がほしい 4 年 

あり カレンダーは見え方がもう一工夫ほしい 4 年 
あり 初の情報入力の項目が分かりにくかった。 4 年 
あり 送信してからの 2 個目の画面で数字だけだと分かりにくい 4 年 

あり システムの用語や使い方などの解説があれば良いと思う。 4 年 

 
５-１-２ アンケート・ヒアリング結果考察 
アンケート結果から、戦略策定によって就活のスケジュールをシミュレートすると、

それまで考えていた戦略を見直す学生が多い事が分かった。これは本論文で述べてきた

とおり、就活生が就活未経験であることや、アクティビティの工数を見積もる事が困難

であるという事が大きな理由であると考えられる。 
また、すべての戦略を見直さないとした学生においては、戦略策定時に入力したパラ

メータが、アクティビティの量を極端に増加させなかったという特徴があり、余裕時間

が過剰に出力されたという経緯があった。また、他の学生に関しても、「過密度を増加

させる」と選択した学生より、「過密度を減少させる」と選択した学生の方が、ヒアリ

ングの回答でスケジュールシミュレートに肯定的な意見を述べている。このことから、

初のシミュレートではある程度過密なスケジュールを生成した方が、ユーザにとって

意義のある結果を出力することができると推測することができる。 
以上の事から考察すると、JHS3 の本来の目的である研究の本来の目的である就職活

動の大まかな見積もりに関してはおおむね実現できていると考えることができる。 
 
システムの改善点に関しては、主にユーザビリティの向上についての要望が多かった

ため、アンケート実施後に戦略パラメータ入力画面、生成スケジュール分析画面を修正

した。戦略パラメータ入力画面は各戦略パラメータについて具体的な語句による説明と、

インターフェースの見直しによってユーザビリティを向上した。生成スケジュール分析

画面は数字での戦略分析の他に、表を導入してユーザビリティを向上した。 
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５-２JHS3 の問題点 
JHS3 はシミュレータの特徴上、現実にはありえない結果が出力される可能性のある

システムである。事実、シミュレートスケジュールの時間概念であるコマ割りは 3 時間

を 1 イベントの単位として定義しているが、3 時間内に複数のイベントをこなす利用者

には対応できない。 
また、カレンダーのビューに関して言えば、JHS3 は一日を 4 コマで割り振っている

ので一日に選考イベントを 大 4 つ挿入可能であるが、5 つ以上を望む利用者も考えら

れる。JHS3 はこのように実際のスケジュールをシステムの概念として切り取って考え

ているので、利用者との間に認識の誤差が生まれる可能性がある。 
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６章 結論 

 
６-１ 本研究で得られた結論 
この章では、本研究で得られた結論と今後の課題を述べる。 
本研究では、就職活動における活動計画の問題点を指摘した。まず、就職活動が人生の

大きな選択であるのに対し、未体験の活動であるので見通しがたてにくいという問題点で

ある。研究初期段階では、この問題に対して PMBOK を紹介し、この手法に基づいて就職

活動をマネジメントするというアプローチをかけた。しかし就職活動を作業単位に分解し

て考えると、それらの活動の作業工数を見積もる事が困難であるという問題点が浮上した。

さらに、就活スケジュールを考える場合は、就職活動生それぞれの学生生活など、個人の

活動計画についても考慮しなければならない。これらの解決方法として、就職活動中の戦

略を具体的なアクティビティとして示し、関連する入力パラメータをもとに概算のスケジ

ュールを算出する JHS3 を提案した。 
JHS3 では、就活中のすべての作業の工数を洗い出したあとの余裕時間に着目し、戦略と

して立案するパラメータによって、算出されるスケジュールがどれだけ過密になるかを大

きな戦略評価項目にした。戦略パラメータとしては、就活の期間、規模、就活外の作業の

工数の 3 種類を定め、これらを変動させる事によって戦略を策定するシステムを考案した。 
学生に対するヒアリングとアンケートの結果から、スケジュールシミュレートに関する

一定のニーズが存在することが分かった。就活未経験の学生は就活中のスケジュールに関

して知識を持っておらず、一度出力したシミュレート結果をもとに、戦略を立て直す学生

が多い事が分かった。本研究で提案した JHS3 が実際の就職活動と合致するスケジュール

を出力するわけではないが、概算の戦略策定を支援するシミュレートシステムとして学生

から一定の評価を得られた。 
 
６-２ 今後の課題 
まず、入力パラメータから工数を算出するモデルに関して、さらに学生の活動状況など

を調査して活動項目や基準工数の精微化をすることが必要である。JHS3 はあくまでスケジ

ュールシミュレータの基盤であるため、就職活動生の準備の進め方や、企業の選考の進め

方については概算的な数値でしか定めていない。これを 適化するためには、実際に就職

活動生に JHS3 を使ってもらい、就職活動体験前と体験後の生成データを統計的に分析す

る必要がある。また、就職活動は時期的に活動量が変動するアクティビティも存在するた
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め、リアルタイムなデータを観測する必要もある。これに関しては、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だろう。 
次に、インターフェースに関しても改善点がある。ヒアリングでも言われている通り、

JHS3 で使用している用語に説明がほしいという意見や、ビューが見づらいという意見が多

く見られた。JHS3 は独自的な用語を使っているわけではないが、就職活動未経験者にとっ

ては就職活動中の用語ですら分かりにくいことも考慮できる。 
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