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就職活動情報登録閲覧 Web システムの開発
および利用状況に関する分析
垂水 春樹†1 大楠 拓也†2

白川 勇気†1 徐 海燕†1

就職活動支援システム Sugoole は、2007 年度本研究室により PHP、PostgreSQL という開発環境下で開発され、本大
学の学生を対象として運用されてきており、好評を得ている。蓄積された 1,000 件以上の就職活動報告書を活用させ
るためやシステム利用の利便性を向上させるために、本研究では、一からシステムを作り直している。煩雑だったデ
ザインやコードを改良し、「あなたと同じ学科・専攻の人がよく閲覧した報告書」などの推薦機能や面接質問事項に
ついての集計機能を導入するなど機能を強化している。本論文では、主に今までの利用状況に関する分析結果と、検
索型のシステムから利用者参加型のシステムへ進化させるために強化した機能面について報告する。

Development of Student Recruitment Report Management System
and Analysis of the Utilization
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To support the transition from the paper-based legacy system to the electronic-based system, we have being developed a student
recruitment report management Web database system and our institute has used it over 7 years. For evolution of the system from
search type to the user participation type, we are reforming the system now. In this paper, we report both the utilization results of
the system during past 7 years and the new functions of our reforming system.

1. はじめに
就職活動において、先輩の体験談や企業の情報は非常に
貴重な情報源である。この情報源を提供する大手就職活動

している。さらに、一人複数件の報告書を登録できるよう
にし、新着お知らせ、お気に入り、閲覧履歴、スマートフ
ォンでの利用などの機能も提供し、利便性の向上を図るこ
とでシステムの利用率の向上を目指す。

支援サイト[2][3][4]が存在しており、大学側による各種の

本論文では、構築し直している Sugoole システムについ

就職支援システムの開発も行われている[8)][11)]。本大学

て、主に今年度で追加した機能について報告する。２章で

でも就職課を中心に就職活動の支援を行っており、2002 年

は、既存のシステムの概要と利用状況について説明する。

度から企業より内定を得た学生は就職試験内定報告書とし

新システムのコンセプトや利便性を向上させるために取り

てその活動記録を就職課に提出していた。就職試験内定報

入れられた機能については、３章で報告する。４章では、

告書の管理の電子化を図るため、本研究室では 2007 度から

推薦機能と集計機能にについて報告する。５章は本論文の

これら報告書の登録、提出、検索、閲覧といった一連の作

まとめである。

業をすべて Web 上で行う就職活動情報登録閲覧 Web システ
ム、Sugoole システム[1][6]の構築を行っており、大学で
運用してきており、好評を得ている。以降各種ライブラリ

2. 既存のシステムの概要と利用状況の分析

の導入、コードの見直しや統計情報の追加、検索機能の拡

2.1 既存のシステムについて

張等が行われ、より扱いやすいシステムへの改良を行って
きた。2014 年 3 月まで 7 年間本大学の 9 学科の学生/卒業

現在利用されている Sugoole システムのログインした後
のトップ画面を図 1 に示している。

生および大学院生/卒業生による約 1000 件の就職活動内定
報告書が登録されている。
報告書の電子化という役割を果たしてきた Sugoole シ
ステムを、登録・検索型のシステムから次のステップの情
報提供型のシステムへ進化させるために、われわれはシス
テムを一から構築し直している。煩雑だったデザインやコ
ードを改良し、集計情報の提供機能や情報推薦機能を追加
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図 1

Sugoole システムのトップ画面
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ログイン ID より、学生であるか、教員であるか、就職課で

する１件の内定報告書しか登録できないように制限してい

あるかの３種類の利用者を識別している。学生側の機能と

る。一人に登録できる内定報告書を制限しないようにとい

して、
「報告書新規登録」、
「報告書編集」、
「学生情報編集」、

う就職課の要請で、順調に運用しているシステムの見直し

「報告書検索」、
「職種別報告書推薦」、
「学年別報告書推薦」、

に入ることとなった。さらに、世の中の動向[12)]と合わせ

「学科別報告書推薦」などによる統計情報検索機能を提供

ると、既存の検索型のシステムから情報提供型システムへ、

している。

利便性の高いシステムへ進化させる方針がまとまった。

報告書に関するデータは、すべてデータベースを用いて

報告書には、 表 1 に示しているように多くの入力項目

管理を行っている。内定報告書、閲覧履歴、企業情報、試

がある。既存のシステムでは、それらの項目を同じように

験情報、アドバイス情報などの 12 個のテーブルに分けてシ

扱っており、長い報告書では一つの画面に収まらず、画面

ステムに関するデータを管理している。システムの開発環

をスクロールしなければならない。しかし、検索する側の

境は、PHP 5.2.4,JavaScript,PostgreSQL8.1.5 である。一

利用者関心度では、面接質問事項が首位、内定までの経緯

人の利用者は一件の内定報告書しかを登録できないように

情報が最下位という傾向があり、関心度にかなりの差があ

データベースのスキーマによる制限を設けている。

ることが聞き取り調査で分かった。
表 1

2.2 システムの利用状況

報告書の入力項目

2014 年３月までの７年間に報告書の登録件数 1,000 件位

項目

であり、検索件数 33,000 位である。システムに利用者登録

報告書登録日

日付型

した利用者数は 24,000 人位であるが、実際にいずれかの報

学生情報

番号、学科、就職活動開始

告書の詳細まで閲覧したのは 16,000 人位であり、一人当た
り閲覧した報告書の数は 20 件位である。登録率（七分の一）、

時期、性別
内定先企業情報

利用率（五分の一）とも高いとは言えないが、就職支援に
一定の役割は果たしている。

内容

企業名、業種、郵便番号、
本社所在地、電話番号

内定までの経過情報

各日付・試験内容

検索数の学科別順は、情報工学科、知能機械工学科、電

筆記試験内容

適正検査等

子情報工学科、情報通信工学科、電気工学科という順にな

面接質問事項

自由記述

っている。一方、登録された報告書の学科別順は、知能機

ディスカッション内容

自由記述

械工学科、社会環境学科、電気工学科、電子情報工学科、

後輩にアドバイス

自由記述

情報工学科という順になっている。検索数順において首位
である情報工学科は、登録数順においては５位になってい
ることから示されるように、検索数と登録数の学科別順は
異なっている。
登録された報告書の業種別の集計は、①電気・電子・機
械系エンジニア、②IT・ソフトウェア系エンジニア、③営
業系、④建築・土木関連専門職、⑤その他という順になっ

新システムでは、「面接質問事項」という最も関心の高
い項目については、利用者の検索結果に対する集計機能を
提供する。一方、最も関心度の低い「内定までの経緯情報」
を報告書の最も下の位置でかつクリックしたら表示される
ように配置することで、表示された１つの報告書は基本的
にスクロールすることなく閲覧できるようにしている。

ている。登録時は複数の業種を同時選択することは可とな
っている。よく閲覧する報告書の学科については、基本的
に所属する学科の報告書をよく閲覧している結果であるが、
大学院生は学部の対応する学科の報告書をよく閲覧してい
る傾向と、短期学部の学生が専門分野近い大学の学科の報
告書をよく閲覧している傾向が、集計結果から得られてい

また、利用者自身が検索を行えるだけでなく、推薦機能
も新たに提供することにしている。
「あなたと同じ専攻、学
科の利用者がよく見た報告書」、「あなたにオススメの報告
書」、「この報告書を見た人は、このような報告書を見てい
ます」というようにデータベースに記憶されている情報に
基づいて情報推薦も行っている。

る。

3. 新システムについて
「一人の利用者に複数の内定報告を登録できるように」
という今年度４月に就職課からの要請が新システム開発の
発端となっている。本章では、新システムのコンセプトや
機能の概要について報告する。
3.1 コンセプト
既存のシステムでは、一人の利用者が就職する会社に対
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さらに、システムの利便性を向上させるために、次のよ
うな機能も追加している。


お気に入りの登録・削除



閲覧履歴



スマートフォンでの利用



就職活動に役立つ情報の新着お知らせ

これらによって、日頃の就職活動時に利用されやすいよう
に工夫し、利用率の向上を目指す。
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して表示している。また、「もっと見る」をクリックする
ことで、より多くの面接質問事項の統計を確認できる。

面には簡易検索機能（図 2(a)）があり、簡易検索機能の中
にはお勧めの報告書へのリンクを提供する報告書推薦機能
がある。この報告書推薦機能では、職種、学年、学科で推
薦条件を指定することができる。

図 3

図 2

新システムの詳細検索画面

新システムのトップ画面

簡易検索機能（図 2(a)）の下には就職課からの新着お知
らせ機能（図 2(b)）があり、各お知らせをクリックするこ
とで図 2(b.1)が表示され、利用者は就職課からのお知らせ
を確認できる。既存のシステム（図 1）でも就職課からの
お知らせ機能は実装されていたが、右下に小さく表示され
ていたため、使われていなかった。そのため本システムで
は、新着お知らせ機能を画面の中心に配置することで存在

図4

新システムの検索結果画面

感を持たせ、就職課からの情報を確認しやすくし、システ
ムの利用率向上を狙っている。リンク（図 2 (c)）では[2][3]
のリクナビやマイナビなどへのリンクを表示しており、本
システムと併用することを目的としている。ユーザー情報
（図 2(d)）では、ここに登録してあるユーザーの情報とユ
ーザー情報を編集できるリンクがある。ユーザー情報の下
にはお気に入り機能（図 2(e)）があり、お気に入り登録を
した報告書へのリンクとお気に入り削除機能がある。閲覧
履歴（図 2(f)）では、閲覧した報告書を 10 件表示してい
る。
詳細検索画面を図 3 に示している。詳細検索画面では、
業種、職種、エリア（本社所在地）、内定の有無、会社名
をそれぞれ好みに合わせて指定し、検索することができる。
また、学科と年度、業種、職種、エリア、内定の有無項目

図 5

報告書の一例

については、アコーディオン形式で一纏めに実装されてお
り、クリックで任意に開閉できるようになっている。これ

検索結果画面を図 4 に示している。検索結果画面では、

によりページを見やすくすることで、利便性の向上を狙っ

詳細検索画面で指定した検索条件を満たす報告書へのリン

ている。画面の右側には、「よくされる質問」の項目を設

クを登録日の昇順に表示している。表示されたリンクはテ

置しており、今までの報告書から SQL 文で面接質問事項の

ーブルで表示され、テーブルヘッダの内定、会社名、業種、

統計を取り、集計数の降順で表示し集計数に応じて色分け

職種、登録日、学科のいずれかをクリックすることで昇順
と降順でソートすることができる。また、画面上側には検
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索結果を満たす報告書の合計数が表示され、画面右側には

スマートフォンからの利用のついては Twitter 社が開発

「よくされる質問」を検索条件に合わせて集計したものが

している bootstrap を使ってデザインすることにしている。

表示されている。

bootstrap とは簡単にウェブデザインができるフレームワ

報告書表示画面を図 5 に示している。報告書表示画面で

ークである。bootstrap を使用している代表的な例として

は、重要度の高い項目に関する内容を上位に表示されるよ

twitter.com や paper.li、ドットインストールなどがあげ

うに配置している。
「受験日付」という利用者の関心度低い

られる。bootstrap を用いると、単一のファイルで PC/スマ

項目については、最下位でクリックしたら表示されるよう

ートフォン両方に対応するレスポンシブ Web デザインが可

にしている。また、画面の右上にある「お気に入りに登録」

能である。このため、Sugoole にスマートフォン対応のコ

ボタンを押すことでお気に入りへ登録できる。さらに、
「こ

ードを新たに埋め込まなくてもスマートフォンに対応でき

の報告書を見たユーザーはこんな報告書を閲覧している」

るようになった。

という推薦も行っている。

レスポンシブデザインの例として、PC 画面では画面上部

報告書新規登録画面（図 6 とほぼ同じ画面）では、既存

にあるメニューバーは文字が表示されているが、スマート

のシステムはフォーム入力に 2 ページ使っていたが、本シ

フォンでは文字は表示されずに、メニューを表示するボタ

ステムでは 1 ページに集約している。冗長なフォームを削

ンが表示されており、ボタンをタップするとメニューがで

除し、ユーザーが必要とする最低限の情報だけを入力させ

てくる。これによって、画面の狭いスマートフォンでも快

ることで利用者の登録件数の向上を目指している。また、

適に閲覧することができる。

既存のシステムでは報告書を登録した生徒の ID を就職課
である利用者が特定できなかったが、本システムでは報告
書の生徒 ID を就職課である利用者の場合のみ表示させて

4. 推薦機能と集計機能について
本システムに約７年間蓄積されてきた 1000 件以上の就

いる。

職活動内定報告書をより活用するために本研究では推薦機
能を提供している。さらに、利用者の興味のある報告書の
「面接質問事項」などの項目を集計して結果を表示する機
能の導入[7]も行っている。
4.1 推薦機能
協調フィルタリング[8]とは、多くのユーザーの嗜好情報
を蓄積し、あるユーザーと嗜好の類似した他のユーザー情
報を用いて自動的に推論を行う方法である。協調フィルタ
リング中のメモリベース法は事前にデータの規則性を調べ
ているのではなく蓄積したデータを推薦時に直接に用いて
予測する手法である。この手法はさらに、アイテム間型と
図6

新システムの報告書編集画面

利用者間型の 2 種類に分けられる。なお、
「この商品を買っ
た人はこんな商品も買っている」という Amazon で用いら

本システムの報告書編集画面を図 6 に示している。報告

れている推薦手法[5]は前者に属す。

書編集画面では、既存のシステムでは報告書を企業情報、

Amazon などで用いられている協調フィルタリングアイ

経過情報、試験内容、アドバイス事項に分け、それぞれの

テム間型メモリベース法を用いることで、ある報告書を見

項目ごとに編集させていたが、本システムでは項目ごとに

た利用者は次にある報告書を見ているという検索履歴を用

編集させることを廃止し、ページ遷移を少なくすることで

いて、標本利用者の嗜好パターンの観点から類似している

使いやすさの向上を目指している。また、既存のシステム

報告書を活動利用者に対して推薦することが可能である。

では、報告書を一つしか作成できず、内定を複数頂いた場

システム蓄積されたデータを活用することで、Sugoole シ

合や内定を頂いていない企業の報告書登録をしたい場合に

ステムに「この報告書を見たユーザーはこんな報告書を閲

対応できなかった。本システムでは複数の報告書を作成可

覧している」という推薦機能の導入を行っている。

能にし、既存のシステムにはなかった報告書削除機能も追

図 5 の下部付近は、利用者のアクセス履歴を用いて実装

加した。報告書の編集は、編集したい報告書を選択して行

した「この報告書を見たユーザーはこんな報告書を閲覧し

う。また、本システムでは、報告書の登録・編集・削除の

ている」という推薦機能による出力の一例である。さらに

確定前にプレビュー画面を表示しており、誤字脱字率や操

各利用者の検索している報告書の数の平均は約 15 回とい

作ミスの低減を狙っている。

う利用実績より、推薦機能による現時点における表示数は
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いる。図 7 は「面接質問事項」に対して曖昧表記処理後得

上記の推薦手法と同じアイテム間型メモリベース法を用

られた集計機能の一例を示している。図 7(a)は大きな単位

いることで、活動利用者の閲覧履歴から最も関心のある業

で集計した場合、図 7(b)は限定した単位で集計した場合の

種を求め、その業種に関する報告書中のよく閲覧されてい

例である。

るものを推薦する。さらにその推薦機能に対して同学科や

さらに、図 7 下部付近に「もっと見る」というボタンを

同学年、もしくは両条件下における推薦機能もチェックボ

クリックすると、これは集計データを上位 10 件のみではな

ックス方式で提供している。また毎回推薦結果が同じであ

く、全ての集計データを閲覧することを可能にしている。

ることを避けるために、本システムでは例えば閲覧回数が
多い上位 10 件を抽出し、その中からランダムで 3 件のみ抽
出して表示するように工夫している。同様に閲覧済みの報
告書を推薦一覧に表示されないようにしている。
一方利用者間型メモリベース法によって、活動利用者と
類似したユーザーがよく閲覧する報告書を推薦している。
この手法によって同じ学科・専攻または、同じ系統の学科
や同学部所属者が多く検索した報告書を推薦する機能を提
供している。図 2 の中央部付近は利用者間型メモリベース
法協調フィルタリングを用いた場合の利用例を示している。
上記の推薦手法と同様に閲覧回数が多い上位 10 件を抽出
し、その中からランダムで 3 件のみ抽出して表示するよう
に工夫している。同様に閲覧済みの報告書を推薦一覧に表
示されないようにしている。
4.2 集計機能
所属する学科・専攻に関連する集計機能と報告書内の面
接質問事項に対する集計機能も導入している。さらに検索
結果に対しても、集計結果を提供している。これらの集計
機能の導入により多くの報告書を一つ一つ閲覧しなくても、
所属する学科・専攻や各ユーザーの検索結果に対する全体
の状況を把握することが可能になる。
集計を行うためには各ユーザーが任意に書き込んだ文
字列に対して処理を行わなければならない。ここで問題な

(a)

のがユーザー毎に書き込む文章に違いが生じることである。
例えば句読点の位置、曖昧な表記や揺らぎである。今回は
主に以下の 2 つの問題に対して工夫を行った。

(b)
図 7

集計機能の一例

5. おわりに

1 つ目は「志望理由」と「志望動機」など同じ意味で異

本研究では、Sugoole システムに蓄積された 1000 件以上

なる表現による曖昧な表現や揺らぎである。他にも「卒研

の内定報告書をより活用するために、協調フィルタリング

内容」と「卒研の内容」などの例がある。このように同じ

機能に基づく推薦機能と、集計して表示する機能の導入を

事柄に対してユーザー毎に表記方法が一致していないとい

行っている。また一人複数件の報告書を登録できるように

うことが問題となっている。

し、新着お知らせやお気に入り、閲覧履歴、スマートフォ

2 つ目は「～について」や「～のこと」など不必要な語

ンでの利用などの機能も提供し、さらに UI の改善も行っ

尾が付いているか否かユーザー毎に異なっていることであ

ている。これらの機能や改善により、システムの利便性の

る。例えば「志望動機」、「志望動機について」、「志望動機

更なる改善とそれに伴うシステムの利用率と登録率の向上

のこと」である。これら 3 つは一見同じ意味として捉える

を期待する。

ことができるが、システム上では全く別の意味と解釈して

リクナビなどの世の中の就職情報システムと比べると、

いる問題がある。この問題によって集計機能が上手く機能

提供している情報の量は少なくなるが、検索者にとっては

していなかった。

同じ学校の先輩の情報とアドバイスが得られることになる。

本システムでは以上 2 つの問題に対して、SQL コードを

登録者にとっては、同じ学校の後輩のためという使命感が

用いてそれらの曖昧な表記等を無くした上で集計を行って

ある。本システムの再構築は１ユーザーが、就職活動を始
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める前後に報告書を検索する検索者から、報告書を作成す
ることで提供者となり、そのユーザーが卒業することで終
わり、後輩がそれに続くというサイクルの一因となれると
期待している。
曖昧な表記などを解決することが今後の課題である。新
システムの本格的な利用はこれからであるため、新システ
ムの利用状況を分析することでさらなる改良を重ねること
も今後の課題である。
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