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１．はじめに 

 今や世はインターネット全盛時代となった。パソコンの学生への普及率は、就職ガイダンスの始ま

る本学３年次生の秋で８３．３％、購入予定と回答した１２．８％を加えると９５％というアンケー

ト結果（平成 12 年 10 月実施）である。このような急激な普及を誰が予想し得たであろうか？ 

 本学の業務電算化は、常に他大学を一歩先んじる形で昭和５０年代から積極的に進められてきた。

教務事務・図書館業務・奨学金業務などが次々と電算化され、就職業務の電算化も第１世代は昭和５

０年代である。そして第２世代はそれを全面改訂した平成４年度。これは大型汎用コンピュータのＴ

ＳＳ配下のトータルなオンラインシステムであり、就職業務のコア部分がすべて電算化された。現時

点でも業務上の多くの部分がこのシステムにより運用されており、就職情報データベースを形成して

いる。そしてこの情報を利用して教育研究用ネットワークを通じて教員や学生に就職情報検索システ

ムを提供できるようにした。これをＫＵＰ（カップ）と銘々した。このシステムは学内の大型汎用機

に接続できる端末に限定されたが、学内ステーションなどの教室で多くの学生の就職活動支援システ

ムとして就職情報を提供することができた。しかしながら自宅からも利用したいという要望に対する

課題を残した。 

当時、インターネットは一部の研究者によるアカデミック利用でしかなかった。しかしその数年後

から汎用性のあるブラウザや電子メールのソフトが開発されて急激に進化を遂げた。また企業による

商用利用も認められるようになり、今やインターネットは単なる広告媒体でなく、電子取引を含む企

業活動においてはもちろんのこと、私たち日常生活の上でも全世界に広がる情報データベースであり、

また情報ネットワークとなりつつある。 

平成８年当時、本学就職部が今日の状況を予想していたとは思えないが、早々と就職活動専用のイ

ンターネット接続パソコン１０台を設置し、その半年後にさらに１０台増設②した。そして平成９年

度予算には就職部の若手職員の発案によるインターネット版就職情報検索システム開発のための経

費を予算計上することとなった。就職課員及び情報処理センター職員、そしてソフトウェアハウスの

ＳＥたちによる１年間の開発プロジェクトの成果として平成１０年４月に本稼働した。これが今回の

レポート前半に紹介するＫＩＰＳ③である。後半にはこのシステムを拡張開発して平成１１年１２月

からテスト運用、翌年４月から本稼働したｉモード版システムであるｉ－ＫＩＰＳ、そして平成１３

年２月からテスト運用している拡張機能ＫＩＰＳ－Ｍａｉｌを紹介する。 

① 就職部就職課 課長補佐 

② 平成１３年２月現在 就職活動専用パソコンは５８台 

③ Kansai university Internet Placement System の略称 



２．就職活動支援システムの概要（図１） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 最近の就職業務の流れと支援システム「ＫＵＰ」 

ＫＩＰＳの説明の前に、業務全般をサポートしているＫＵＰについて、最近の就職活動状況をふま

えながら概略説明する。平成９年に就職協定が廃止されて以降、企業の採用活動は年々早期化してお

り、これに伴って大学就職部が実施する、学生支援のための各種行事も早めざるを得なくなった。本

学では１０月に３年生対象の第１回ガイダンスを実施し、ここで就職登録カードやアンケート回答用

のマークシートや各種資料を配付する。２週間後に登録カードやマークシートを回収し、事務用大型

汎用コンピュータに入力する。例年８０％の登録率である。学生個々人の希望業種や職種、希望企業、

クラブの所属状況や資格・免許取得状況などもデータ化され、学生への求人情報提供や各種の統計帳

票作成のための重要な情報となる。 

一方、企業に対しては翌年１月にデータベースから各種条件を設定して、例年約１万社を抜き出し、

求人依頼のＤＭを作成し、郵送する。これに対する回答として各企業から本学指定の求人申込書や企
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業独自の求人票が、毎日送られてくる。セミナー案内・在社名簿・エントリーシート・パンフレット

なども同封されてくる。求人票とセミナー案内は、担当者が内容を各種のポイントでチェックした後、

会社コード、資料番号を付した上でＡ４サイズの原紙を作成する。これを基に掲示用、業種別フォル

ダー用、資料室企業別フォルダー用、工学部用、高槻キャンパス用、スキャナー入力用などの目的別

に１０数部のコピーを作成し、それぞれの用途に資料として供される。 

就職先が内定したり、大学院進学が決まった際は進路登録届を提出するように指導している。提出

された届に基づき、オンライン端末により進路決定先をデータとして登録する。例年１１月には、就

職登録者の中から５％無作為抽出して内定取得状況の調査により９割の内定率となる。この頃には当

年度の企業の採用結果がまとまってくるので、お礼のあいさつと情報収集を兼ねて全国主要都市の企

業訪問を行う。各地の著名企業や採用実績企業、将来の成長が見込まれる企業などを普段からチェッ

クし、訪問対象企業としてシステムに登録しておき、それをもとにして訪問リストを作成する。 

学生からの進路決定届は１月になっても工学部と総合情報学部を除いて５割台である。そこで１月

には未提出者にＤＭを作成して郵送したり、３月初旬の成績発表時に学部事務室の協力を得て未提出

者に届出書類を手渡すなどして督促する。さらに未提出者のリストを作成し、卒業時までに就職課員

が手分けして、電話による聞き取り調査を行って最終の就職率を集計する。この作業を通じて未内定

者との相談を行い、意欲ある学生には卒業まで求人案内を行っており、例年、卒業式以降に就職が決

まる学生も少なくない。年度末にはこれらのデータをもとにして本学の就職率をはじめとする各種統

計帳票を事務用大型汎用機を利用して作成する。学生の卒業後の就職先はＯＢ・ＯＧ情報としてシス

テムに登録され、後輩学生のＯＢ・ＯＧ訪問などの重要情報となる。またそれを補完する情報として

企業から入手する在社名簿もデータ化してシステムに入力している。 

以上の就職業務におけるほとんどの流れの中で必要な情報は、平成５年度から稼働している就職業

務支援システム「ＫＵＰ」で処理されている。 

(2) ＫＩＰＳ 

業務の流れに沿って構築され、運用されているＫＵＰに対して、学生や教職員に対する就職情報の

提供システムとして構築されたのがＫＩＰＳである。(1)のＫＵＰで生成された情報を基にして、本学

の教育研究用ネットワークに繋がっているパソコンサーバ上に構築している。ＫＵＰで作成される固

定フォーマットの文字・数値情報のみならず、求人票やセミナー案内などのイメージ画像、担当者が

随時追加入力するお知らせ（掲示）や耳寄り情報などの不定項目情報を加え、インターネットを通じ

て自宅からでも本学の学生や教職員が利用できることを目的とした就職情報検索システムである。 

(3) システムの構成 

次の図に示すとおり、平成９年当時としては最新・高級なパソコンサーバに、システムを構築して

いる。特徴的なことは求人申込書やセミナー案内などをイメージスキャナーで読みとり、インターネ

ットウェブサーバにより画像そのもので情報を提供していることである。当時、汎用モデムの速度は

３２Kbps であり、個人ユーザーが自宅からアクセスするには多少レスポンスが遅いため、数年後を

見越した選択であったと言える。 



（図２） 

③ 整理済みの求人申込書やセミ

ナー案内のスキャナー入力 

＜就職課設置のパソコンサーバ＞ 

OS：ＷＩＮＤＯＷＳ－ＮＴ４．０ 

CPU：PENTIUM Ⅱ 200MHZ ２基 

メモリ：５１２MB 

DATABASE：ＳＹＢＡＳＥ 

 

＜スキャナー入力の仕様＞ 

サイズ：Ａ４に統一 

密度：１００ＢＰＩ（従来は 72BPI） 

読取：オートドキュメントフィーダ（自動読

取り方式） 

＜入力項目＞ 

イメージ画像を確認しながら会社コード、セ

ミナー日付などを入力する。 

教育研究用大型計算機（Fujitsu GS8500/10p） 

事務用大型汎用機で作成されたＫＵＰの会社マスタや求人

情報・ＯＢ・ＯＧ情報などが、教育研究用大型汎用計算機

を通じて、夜間ジョブにより定期的にＫＩＰＳサーバにメ

ンテナンスがかけられる。 

①会社情報など 

毎夜間にバッチメンテナンス 

来学訪問された企業や団体から寄せられた耳寄りな情報や、就

職課から学生に伝えるべきお知らせ情報などを、テキストファ

イルに随時打ち込み、サーバにセットする。お知らせはワープ

ロで作成して就職課掲示版にもほぼ同日に掲示される。 

② お知らせや耳寄り情報 

④ 活動状況報告、２年目４年目

アンケート、先輩からの企業紹

介、企業の採用状況報告 
＜２年目４年目のアンケート＞ 

就職して２年目４年目のＯＢ・ＯＧにアンケートを依頼し、

回答をパンチ業者に依頼してｃｓｖ形式にデータ化する。 

＜活動報告など＞ 

配布用冊子を委託した印刷業者からテキストデータを譲り

受け、ｃｓｖ形式に変換して入力する。 



(4) 利用対象者 

本学では、学生、教職員、その他本学の構成員としての資格を有するものすべてに情報処理センタ

ーよりＩＤが付与されており、KIPS でそのすべての資格者が利用できる。例えば、新入生も入学し

たその日より、将来の参考としてＫＩＰＳを自宅のパソコンで利用することができる。 

(5) 利用できる情報 

○ お知らせ（就職課からの掲示案内） 

行事の開催案内、各種申込み受付案内など、就職課員がワープロ作成して掲示板に張り出

す「お知らせ」の内容をテキストファイルとしてサーバのお知らせフォルダーに入力する。

ファイル名は、（西暦年月日＋連番）を採用しており、システムはこのフォルダーのファ

イルを自動的に最新順にしてウェブページに一覧を表示する。 

(図 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一覧上の項目をクリックするとその内容が次の通り表示される。（図４） 

 

 



○ 耳寄り情報（企業から寄せられた耳寄りな情報など） 

本学を訪問される企業は毎日１０社程度あり、応対する中で寄せられた貴重な求人情報や

採用情報を、就職課員がメモとしてテキストファイルに作成し、それをサーバに入力する。 

入力方法は「お知らせ」と全く同様である。 

○ 会社案内 

会社概要（社名・所在地・業種・規模・従業員数・資本金等々・・・ＫＵＰより） 

ＯＢ・ＯＧ情報・・・ＫＵＰより 

求人・セミナー（求人票やセミナー案内のイメージ画像：パソコンでスキャナー読み込み） 

活動報告（就職活動を終えた４年生の活動報告記録） 

企業紹介（実際に企業で働いている卒業生からの企業紹介） 

２・４年目アンケート（卒業後２・４年目の先輩への職場環境に関する調査） 

検索方法は下図のとおり、多くの検索項目を用意している。 

（図５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一度、指定した検索条件式については、システムに登録できるようになっており、再度

同じ条件でいつでも検索できるように仕組まれている。（次の図、条件登録ボタン） 

条件項目を選択すると次の条件入力画面が表示される。 



＜会社検索の条件入力画面＞（図６） 

 

＜会社概要画面＞（図７） 

 
就職課としては社会に出て２年目及び４年目のＯＢ・ＯＧ達に職場環境や労働環境、働きがいなど

についてアンケートを実施し、これから就職活動を始める学生達の参考情報としてＫＩＰＳに登録し

ている。これは当該企業の人事課を通さないで実施するものなので、現実感のあるかなり厳しい状況

も垣間見える。一方、人事課を通して企業サイドからの職場紹介のアンケートも実施しており、これ

らもＫＩＰＳに収録している。回答のあったアンケートの内、情報提供者が「公開了承」しているも

のを業者に委託してテキストデータを作成し、ＫＩＰＳのデータベースにアップロードする。 

企業から毎日届けられる求人申込書やセミナー案内は、求人担当者により掲示用Ａ４サイズの原紙

が作成され、毎日ＫＩＰＳのデータベースに入力する。画像ファイルはＧＩＦ形式で、登録日付及び

連番が自動的にファイル名に採用される。その作業の際に会社コード及びセミナー日付などを入力す

ることにより、ＫＩＰＳのデータベースで画像ファイルと関連づけられる。画像密度は開発当時のイ

ンターネット利用者環境を勘案して、従来、文字が読みとれる最小密度(72BPI)にしていた。しかし

近年のネットワークの普及状況に勘案して 100BPI に密度を上げることにした。 



＜会社検索：求人・セミナー案内＞（図８：画面の一部分のみ掲載している） 

 

○ 就職希望登録（学生個人の希望する業種や職種、勤務地などを登録できる機能） 

会社検索した結果、当該会社を希望登録することができる。また次の画面で希望する業種

や職種、勤務地なども登録することができ、メールアドレスを登録しておけば、この条件

にマッチする企業に関わる情報が就職課に寄せられた場合に、後述のＫＩＰＳ－Ｍａｉｌ

により連絡を受けることもできる。但し、この機能は現在のところ自動化されていないた

め、就職課員が随時処理を行う必要がある。 

（図９） 



３．ｉモード対応版ｉ－ＫＩＰＳ、そしてＫＩＰＳ－Ｍａｉｌ 

 (1) 開発の経緯 

 ＮＴＴドコモのｉモードサービスは１９９９年２月から開始された。就

職課としてはこのシステムに早速注目し、６月にはＫＩＰＳの開発業者の

協力を得てＫＩＰＳのデータベースをそのまま利用してｉモード版シス

テムとして拡張する開発概要案を作成し、７月には大学・法人への提案書

としてまとめた。 

 携帯電話事業の中でもこのサービスは開始されたばかりであり、そのサ

ービスの将来性やｉモード機能のついた携帯電話の普及率、課金体系の問

題、ＥＺ－ＷＥＢなどの他業者システムとの競合関係、開発言語の規格の

将来性、そして大学内部としても、予算も申請していない予定外の開発で

あることや、それまで予想もしていなかった携帯電話を利用しての情報提

供サービス形態に対する不安、他大学に例がないことなど、関係者の理解

を得るための若干の時間と手続を要したが、１０月にはすべての学内手続きを完了した。１２月には

協力企業の提供により利用モニターを募集し、２ヶ月ほどの運用テストを行った。さらに改善を加え

て４月より本格運用を開始して、今日に至っている。 

(2) システム概要 

 ２の図１にあるとおりｉモード版システムは、ＫＩＰＳのデータベース

をそのまま利用している。したがってデータの新たなメンテナンス負荷は

運用上全くない。パソコン版のＫＩＰＳではイメージ画像を利用した情報

提供システムであるのに対して、文字に限定した情報提供サービスである。

パソコン画面いっぱいに表示される情報の内、文字情報のみを携帯電話の

小さな液晶画面に表示したにすぎない。わずか２ヶ月少々の日数でテスト

版を開発することができたのは、ＫＩＰＳのサーバ、データベース、検索

ルーチン、そしてＫＩＰＳの基本的機能をできるだけ利用するようにした

ためである。イメージ画像がないというだけであり、利用場所に限定され

るパソコンに比べて、混雑する公共の場所など迷惑をかける場所を除いて、まさに『いつでも、どこ

でも』、大学からの就職情報を利用できるシステムである。そのサービス機能の向上は計り知れない。

システムの規模としては、ＫＩＰＳのプログラム本数に比べて決して引けを取らない。したがってシ

ステムの維持管理という点では今後の改善にあたって、対象となる本数が増えたことはやむを得ない。 

 メニュー内容は上図のとおりであるが、会社検索やセミナー日付検索、お知らせ、耳寄り情報など

のＫＩＰＳでの主要項目の他に、検索条件登録やそれに基づく条件検索、さらには進路内定届やアン

ケートまで入力できるように仕組まれている。就職希望登録の機能は当初のＫＩＰＳにもない機能で

ある。ｉ－ＫＩＰＳで初めて採用してその後、平成１２年度のＫＩＰＳ改善の中でＫＩＰＳにも取り

入れた。 

 



(3) ｉ－ＫＩＰＳの主要画面紹介（図１２） 

＜会社検索＞ 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．ＫＩＰＳ－Ｍａｉｌの紹介 

 ＫＩＰＳやｉ－ＫＩＰＳの機能の中で、希望登録をできる画面がある。この画面から、希望する業

種や職種、勤務地、企業（１０社まで）、さらにはメールアドレスや電話番号を登録しておけば、そ

の希望登録状況に応じて、就職課に企業から寄せられた情報をメールで提供するというものである。

現状ではメールの発信を就職課員が手動で行っており自動的化していない。自動化すると大量のメー

ルを発信し、サーバを混乱させる危険性があるためである。しかし学生が登録したメールアドレスを

分析すると、登録者全１４９５名(2000 年 3月末)の約８５％が大学以外のプロバイダによるアドレス

であり、また約４８５のメールサーバに分散していることが判明した。したがって１日に発信するメ

ールの本数を制限すれば、未読メールの蓄積による特定のメールサーバに対する負荷の危険性も少な

いであろうと推測できる。またメールを発信する際に小刻みに発信するようにすれば大学のサーバへ

の負荷も少なくできると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今後の課題 

 ここ数年、就職活動の形態は大きく変貌した。それを端的に表す言葉は「情報化」と「自由化」で

ある。大学におけるインターネットの波は平成８年頃であったろうか。本学でもインターネット広報

委員会ができ、大学としての公式ホームページができた。そして「就職協定の廃止」は平成９年１月

であった。それからほんの数年の内に、学生のパソコン保有率は８割を越えるに至った。リクルート

ナビや日経就職ナビなど就職情報サイトへのアクセスなしには学生の就職活動は全く成り立たない

状況である。ほとんどと言って良い程の多数の学生が真剣になって、見えない自身の進路を見つける
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ため、業界情報や企業情報などをインターネットで探している。 

 ｉモードが爆発的に普及していくことにより、日本のインターネット人口はそれまでのパソコン利

用者よりも、携帯電話の利用者によって大きく膨れ上がった。そして電話機能もさることながら、電

子メールの利用が私たちの就職支援活動を大きく変えようとしている。本学のこのシステム以降、立

教大学をはじめとして、多くの大学でｉモードなど携帯電話向けの情報提供システムが増加している。

利用対象者も大学構成員のみならず、受験生や一般社会人向けに情報発信するツールとして意識され

ている。これも携帯電話所持者の普及状況に応じた流れと言えるであろう。 

本学のｉ－ＫＩＰＳは上で述べたように文字情報に限定して開発せざるを得なかった。しかし最新

機種の仕様ではＪＡＶＡが採用され、「ｉアプリ」のようにサーバ側からプログラムを提供できるよ

うになった。今回のシステム開発からまだ１年半という日数しか経っていないが、携帯端末の世界は

早くもＷ－ＣDＭＡの採用というように第３世代の規格に突入しようとしており、年内には動画もス

ムーズに利用できる携帯端末が学生の間に普及するであろう。 

 このような変動極まりない時代に対応するためには、就職課員が状況に応じて求人求職情報を編集

加工できる柔軟なシステムが必要である。「就職活動は４年生である」とか帳票レイアウト変更する

にも大がかりなシステム変更を必要とする、従来の固定的な概念をシステムから排除しなければなら

ない。 

 求人側の企業の人事担当者がインターネットを通じて求人情報を本学の就職データベースに登録

することができ、それを必要とする学生が、それぞれの希望する条件に見合った求人・企業情報を容

易にいつでも取り出すことができ、また自動的に送ってもらうことができる。良い情報に出会えば、

そぐそこから企業にメールや携帯電話でアクセスできる。就職課員はそんな就職データベースから担

当業務に必要な情報をいつでも取り出してエクセルなどパソコンソフトで編集加工の上、業務資料を

作成し、学生にメール発信し、プレゼン資料を作成し、業務報告する。そんなシステムが求められて

いる。業務支援のシステムで大型汎用計算機を使用している現状では考えられない機能であるが、世

の中の事情は、今や実現可能性の高い状況になっており、また求められていると言える。就職情報サ

イトのシステムではこれに近いシステムがすでにできつつある。 

 ＫＩＰＳの開発においては、平成９年当時の就職課の若手課員及び情報処理センター事務システム

課の担当者がプロジェクトチームを編成して、求人情報をイメージで提供する画期的なインターネッ

トシステムを実現した。私がこのレポートを記すことができたのも、彼らの労苦があってのことであ

る。彼らに感謝したい。その後を受けて、国内の大学ではトップを切ってｉモード版就職情報システ

ムを開発することができた。いずれの開発のおいても当方の開発の意図を十分に理解され、多大なる

協力をいただいた大阪電子計算株式会社及びその担当ＳＥの方々にこの紙面を借りて感謝の意を表

したい。またｉモードシステムを世に提供し、本学のシステム開発にもモニター機器の提供やアドバ

イスなどの支援をいただいた株式会社ＮＴＴドコモ関西及び関係企業の方々にお礼を申し上げたい。 



＜ＳＳ研発表に対する補足事項＞ 

ＳＳ研での発表では、前出のレポート内容を中心にプレゼン資料を作成し、それに基づき説明したが、

説明不足の点を下記にまとめたので報告書に追加する。(2001.9.10) 

１． 開発作業 

 本学ではこれまでパッケージシステムを利用することはほとんどなく、本学のほとんどの事務用およ

び学生用システムは、業務担当部署と開発担当部署、およびソフトウェアハウスとの共同プロジェクト

で開発されてきた。ＫＵＰもＫＩＰＳも同様に就職課から開発提案があり、情報処理センター事務シス

テム課とでシステム概要設計を行い、詳細設計およびプログラミングの段階はソフトウェアハウスに業

務委託して共同で開発するという方式であった。 

２． 保守体制 

 大型汎用コンピュータのシステムであるＫＵＰは、ＣＯＢＯＬで作成されており、その拡張保守作業

は、就職課からの依頼により情報処理センターの担当者によって実施されている。ＫＩＰＳについても

部分的には同様であるが、パソコンサーバ自体が就職課内に設置されていることもあり、毎年、就職課

で改善保守用予算を計上し、ソフトウェアハウスに委託し拡張している。ｉ－ＫＩＰＳやＫＩＰＳ－Ｍ

ａｉｌを短期間に開発できたのは、ＫＩＰＳのデータベースの機能をそのまま利用したこと以外に、就

職課の独自予算で本学の就職システムを熟知したＳＥを擁するソフトウェアハウスに業務委託すること

ができたことも大きな要因である。 

３． 双方向システムへの再開発の必要性 

 ＫＩＰＳの基礎は、インターネットが普及し始めた平成９年当時の発想にあるため、全体的には就職

課からの求人関連情報を学生に知らせる単一方向のシステムである。今後は、学生自身による学生プロ

フィール情報の登録・修正、学生の希望に添った求人関連情報の自動メール送信、模擬面接・試験や推

薦申込のネット受付などの機能を追加する必要がある。さらにはＡＤＳＬや光ケーブルの採用により利

用者側にインターネット常時接続利用が普及する今後数年間には、各種行事のネット配信も検討の範囲

に入れる必要が出てくる。当然、これは今後急速に普及すると期待されるドコモの FOMA 対応の携帯電

話に対しても同様の機能追加を行い、ビデオクリップによる就職情報提供をも視野に入れていることは

言うまでもない。 

４． 就職活動からキャリアデザインの発想へ 

 従来は３年生秋からの就職活動支援活動が就職課の中心業務であった。しかし、本学では 5 年前から

３年生夏のインターンシップ派遣に多くの力を注ぎ、本年度は 134 企業・団体に 277 名の学生を派遣し

た。これらの学生は、勉学や将来の進路を考える上でかなり良い経験や刺激を受けて戻ってくる。そし

て今年 7 月に就職課内にキャリアデザインルームを開設した。ここでは、特定の職業や職種を具体的に

目指す学生、または広く一般的に将来の進路を考える上で必要な職業指導や資料提供を実施することを

目的とする。就職活動中の学生への直接支援でなく、３年生以前の学生を対象とする。これら学生を支

援するため、現行のＫＩＰＳもキャリアデザイン・システムへと拡張開発する必要がある。これがいつ

か本学版のＣＡＣＧシステムに発展するか、別体系のシステムとして総合化するかどうかはこれからの



取り組み次第である。(Computer-Assisted Career Guidance System) 

 


