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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人材の採用処理を行うコンピュータシステムであって、
　求人者へ応募する応募者に関する情報（以下、応募者情報という）と、該応募者情報と
対応付けられるステータス情報とを格納し、応募者情報は、少なくとも「氏名」のフィー
ルドに対する情報を含んでおり、ステータス情報は、「現在状況」、複数の「書類選考評
価」、「書類選考最終結果」のフィールドに対する情報を含んでおり、「現在状況」のフ
ィールドには、少なくとも「書類選考中」を含む応募者の多数段階ある採用プロセスにお
ける現在状況のいずれかの情報が格納される応募者データベースと、
　応募者データベースへのアクセスが許可された利用者のユーザー名、パスワード及びそ
のアクセス権の内容が格納された認証データベースと、
　求人企業の求人用コンピュータからのアクセスに対して、ユーザー名、パスワードの入
力を受けて、認証データベースに格納されたデータとの照合を行い、アクセスを許可する
かどうかの判定を行う認証処理手段と、
　前記認証処理手段によってアクセスが許可された求人用コンピュータからの書類選考評
価がされていない応募者情報の検索要求に対して、前記応募者データベースに格納された
応募者情報のうち、該当する応募者情報を抽出する検索手段と、
　該検索手段によって抽出された応募者情報の少なくとも氏名の情報とその氏名に対応す
る複数の書類選考評価の欄とを前記求人用コンピュータに表示する手段と、
　前記求人用コンピュータから応募者情報に対応する「書類選考評価」の情報が入力され
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ると、または、求人用コンピュータからの応募者の閲覧指定要求があると、前記利用者の
アクセス権に応じて入力または閲覧が許可されるか否かを判定するアクセス権監視手段と
、
　該アクセス権監視手段が閲覧が許可されると判断した場合に、前記求人用コンピュータ
からの応募者の閲覧指定要求により、応募者情報の氏名及び氏名以外の応募者情報を前記
求人用コンピュータに表示する手段と、
　該アクセス権監視手段が入力が許可されると判断した場合に、求人用コンピュータから
入力された「書類選考評価」の情報を前記応募者データベースの対応する「書類選考評価
」に入力する入力手段と、
　「書類選考最終結果」の入力がない状態で、書類選考評価の情報の入力があったときに
、対応する「現在状況」の情報を変更せずに「書類選考中」とする現在状況更新手段と、
を備えることを特徴とする採用処理システム。
【請求項２】
　前記応募者データベースには、さらに前記応募者情報にＩＤ番号とパスワードとが対応
づけて格納され、
　応募者によって操作されインターネット等の通信ネットワークを介してアクセスしてき
たクライアント装置からＥメールアドレス情報を含む応募者情報が転送されると、ＩＤ番
号とパスワードとを割り当てて、前記応募者データベースに割り当てたＩＤ番号とパスワ
ードとを対応づけて応募者情報を応募者データベースに追加格納する求職者登録手段と、
　前記求職者登録手段によって応募者情報が前記応募者データベースに格納されると、前
記応募者情報の中に含まれるＥメールアドレスを抽出し、そのＥメールアドレスに宛てて
、前記ＩＤ番号とパスワードと説明会登録ホームページ閲覧用ＵＲＬとを含む返信メール
を作成し送信する返信処理手段と、
　前記クライアント装置から前記ＵＲＬの指定がなされると、ＩＤ番号とパスワードの入
力と共に説明会日時選択の入力を促す画面をクライアント装置に表示する手段と、
　クライアント装置からＩＤ番号とパスワードと説明会日時の情報が転送されると、ＩＤ
番号に対応づけて説明会日時の情報を前記応募者データベースに登録する説明会登録処理
手段と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の採用処理システム。
【請求項３】
　求人者へ応募する応募者に関する情報（以下、応募者情報という）と、該応募者情報と
対応付けられるステータス情報とを格納し、応募者情報は、少なくとも「氏名」のフィー
ルドに対する情報を含んでおり、ステータス情報は、「現在状況」、複数の「書類選考評
価」、「書類選考最終結果」のフィールドに対する情報を含んでおり、「現在状況」のフ
ィールドには、少なくとも「書類選考中」を含む応募者の多数段階ある採用プロセスにお
ける現在状況のいずれかの情報が格納される応募者データベースと、応募者データベース
へのアクセスが許可された利用者のユーザー名、パスワード及びそのアクセス権の内容が
格納された認証データベースと、を用いてコンピュータに採用処理を行わせるためのプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、コンピュータを、
　求人企業の求人用コンピュータからのアクセスに対して、ユーザー名、パスワードの入
力を受けて、認証データベースに格納されたデータとの照合を行い、アクセスを許可する
かどうかの判定を行う認証処理手段と、
　前記認証処理手段によってアクセスが許可された求人用コンピュータからの書類選考評
価がされていない応募者情報の検索要求に対して、前記応募者データベースに格納された
応募者情報のうち、該当する応募者情報を抽出する検索手段と、
　該検索手段によって抽出された応募者情報の少なくとも氏名の情報とその氏名に対応す
る複数の書類選考評価の欄とを前記求人用コンピュータに表示する手段と、
　前記求人用コンピュータから応募者情報に対応する「書類選考評価」の情報が入力され
ると、または、求人用コンピュータからの応募者の閲覧指定要求があると、前記利用者の
アクセス権に応じて入力または閲覧が許可されるか否かを判定するアクセス権監視手段と



(3) JP 4250419 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

、
　該アクセス権監視手段が閲覧が許可されると判断した場合に、前記求人用コンピュータ
からの応募者の閲覧指定要求により、応募者情報の氏名及び氏名以外の応募者情報を前記
求人用コンピュータに表示する手段と、
　該アクセス権監視手段が入力が許可されると判断した場合に、求人用コンピュータから
入力された「書類選考評価」の情報を前記応募者データベースの対応する「書類選考評価
」に入力する入力手段と、
　「書類選考最終結果」の入力がない状態で、書類選考評価の情報の入力があったときに
、対応する「現在状況」の情報を変更せずに「書類選考中」とする現在状況更新手段と、
して機能させる、
プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項４】
　前記応募者データベースには、さらに前記応募者情報にＩＤ番号とパスワードとが対応
づけて格納され、
　さらに、コンピュータに
　応募者によって操作されインターネット等の通信ネットワークを介してアクセスしてき
たクライアント装置からＥメールアドレス情報を含む応募者情報が転送されると、ＩＤ番
号とパスワードとを割り当てて、前記応募者データベースに割り当てたＩＤ番号とパスワ
ードとを対応づけて応募者情報を応募者データベースに追加格納する求職者登録手段と、
　前記求職者登録手段によって応募者情報が前記応募者データベースに格納されると、前
記応募者情報の中に含まれるＥメールアドレスを抽出し、そのＥメールアドレスに宛てて
、前記ＩＤ番号とパスワードと説明会登録ホームページ閲覧用ＵＲＬとを含む返信メール
を作成し送信する返信処理手段と、
　前記クライアント装置から前記ＵＲＬの指定がなされると、ＩＤ番号とパスワードの入
力と共に説明会日時選択の入力を促す画面をクライアント装置に表示する手段と、
　クライアント装置からＩＤ番号とパスワードと説明会日時の情報が転送されると、ＩＤ
番号に対応づけて説明会日時の情報を前記応募者データベースに登録する説明会登録処理
手段と、
して機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な請求項３記載の
記録媒体。
【請求項５】
　求人者へ応募する応募者に関する情報（以下、応募者情報という）と、該応募者情報と
対応付けられるステータス情報とを格納し、応募者情報は、少なくとも「氏名」のフィー
ルドに対する情報を含んでおり、ステータス情報は、「現在状況」、複数の「書類選考評
価」、「書類選考最終結果」のフィールドに対する情報を含んでおり、「現在状況」のフ
ィールドには、少なくとも「書類選考中」を含む応募者の多数段階ある採用プロセスにお
ける現在状況のいずれかの情報が格納される応募者データベースと、応募者データベース
へのアクセスが許可された利用者のユーザー名、パスワード及びそのアクセス権の内容が
格納された認証データベースと、を用いてコンピュータに採用処理を行わせるためのプロ
グラムであって、コンピュータを、
　求人企業の求人用コンピュータからのアクセスに対して、ユーザー名、パスワードの入
力を受けて、認証データベースに格納されたデータとの照合を行い、アクセスを許可する
かどうかの判定を行う認証処理手段と、
　前記認証処理手段によってアクセスが許可された求人用コンピュータからの書類選考評
価がされていない応募者情報の検索要求に対して、前記応募者データベースに格納された
応募者情報のうち、該当する応募者情報を抽出する検索手段と、
　該検索手段によって抽出された応募者情報の少なくとも氏名の情報とその氏名に対応す
る複数の書類選考評価の欄とを前記求人用コンピュータに表示する手段と、
　前記求人用コンピュータから応募者情報に対応する「書類選考評価」の情報が入力され
ると、または、求人用コンピュータからの応募者の閲覧指定要求があると、前記利用者の



(4) JP 4250419 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

アクセス権に応じて入力または閲覧が許可されるか否かを判定するアクセス権監視手段と
、
　該アクセス権監視手段が閲覧が許可されると判断した場合に、前記求人用コンピュータ
からの応募者の閲覧指定要求により、応募者情報の氏名及び氏名以外の応募者情報を前記
求人用コンピュータに表示する手段と、
　該アクセス権監視手段が入力が許可されると判断した場合に、求人用コンピュータから
入力された「書類選考評価」の情報を前記応募者データベースの対応する「書類選考評価
」に入力する入力手段と、
　「書類選考最終結果」の入力がない状態で、書類選考評価の情報の入力があったときに
、対応する「現在状況」の情報を変更せずに「書類選考中」とする現在状況更新手段と、
して機能させる、プログラム。
【請求項６】
　前記応募者データベースには、さらに前記応募者情報にＩＤ番号とパスワードとが対応
づけて格納され、
　さらに、コンピュータを
　応募者によって操作されインターネット等の通信ネットワークを介してアクセスしてき
たクライアント装置からＥメールアドレス情報を含む応募者情報が転送されると、ＩＤ番
号とパスワードとを割り当てて、前記応募者データベースに割り当てたＩＤ番号とパスワ
ードとを対応づけて応募者情報を応募者データベースに追加格納する求職者登録手段と、
　前記求職者登録手段によって応募者情報が前記応募者データベースに格納されると、前
記応募者情報の中に含まれるＥメールアドレスを抽出し、そのＥメールアドレスに宛てて
、前記ＩＤ番号とパスワードと説明会登録ホームページ閲覧用ＵＲＬとを含む返信メール
を作成し送信する返信処理手段と、
　前記クライアント装置から前記ＵＲＬの指定がなされると、ＩＤ番号とパスワードの入
力と共に説明会日時選択の入力を促す画面をクライアント装置に表示する手段と、
　クライアント装置からＩＤ番号とパスワードと説明会日時の情報が転送されると、ＩＤ
番号に対応づけて説明会日時の情報を前記応募者データベースに登録する説明会登録処理
手段と、
して機能させるための請求項５記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、人材の採用処理を行うコンピュータによる採用処理システム、コンピュータ
に採用処理を行わせるためのプログラム、及び該プログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、求人企業によって行われる人材の採用処理は、主として人事担当者によって手作
業で行われている。通常、その採用プロセスには、その求人企業に就職を希望してきた各
応募者に対して書類選考、説明会の開催、面接（一次、二次、三次…）、内定、応募者の
就職意思の確認、といった多数の段階があり、その処理に多大な労力が必要となっている
。
【０００３】
　採用プロセスの中の書類選考を例にとると、応募者の情報が記載された書類を関係部署
に回覧して、その各関係部署の書類選考担当者の評価をとりまとめなければならないが、
書類の回覧には時間がかかり、また、その書類の管理が大変であるという問題がある。ま
た、書類で回覧する代わりに、電子ファイルで複数の書類選考担当者に送信する場合であ
っても、各書類選考担当者から出された評価を一元管理することが困難であるために、選
考結果のとりまとめに多大な労力を必要としている。
【０００４】
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　また、応募者にとって、自分が採用プロセスにおいてどのような段階にいるかというこ
とは、当然のことながら重大な関心事であり、応募者から人事担当者への現状確認の問い
合わせは、頻繁に起こる。しかしながら、上記のように採用プロセスは多数の段階があり
、さらには、書類選考中にあって書類が手元にない場合には、人事担当者が迅速にその応
募者の状況を把握することができず、状況把握のために多大な労力が必要となっている。
【０００５】
　さらには、説明会や面接の連絡、面接のアレンジメント、採用・不採用といった結果の
連絡、採用者からの入社の意思を確認するための連絡等の各処理を、人事担当者が多数の
登録者及び面接出席者に対して電話やＥメールでそれぞれ個別に行わなければならないた
め、多大な労力が必要となっている。
　また、応募者が多数いるために、そのデータベースの構築、管理または維持にも多大な
労力が必要である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明はかかる従来の課題に鑑みなされたもので、少ない労力で効率的に採用処理を行
うことができる採用処理システム、コンピュータに採用処理を行わせるためのプログラム
、及び該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することをそ
の目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明による採用処理システムは、人材の採用処理を行うコ
ンピュータシステムであって、
　求人者へ応募する応募者に関する情報（以下、応募者情報という）と、該応募者情報と
対応付けられるステータス情報とを格納し、応募者情報は、少なくとも「氏名」のフィー
ルドに対する情報を含んでおり、ステータス情報は、「現在状況」、複数の「書類選考評
価」、「書類選考最終結果」のフィールドに対する情報を含んでおり、「現在状況」のフ
ィールドには、少なくとも「書類選考中」を含む応募者の多数段階ある採用プロセスにお
ける現在状況のいずれかの情報が格納される応募者データベースと、
　応募者データベースへのアクセスが許可された利用者のユーザー名、パスワード及びそ
のアクセス権の内容が格納された認証データベースと、
　求人企業の求人用コンピュータからのアクセスに対して、ユーザー名、パスワードの入
力を受けて、認証データベースに格納されたデータとの照合を行い、アクセスを許可する
かどうかの判定を行う認証処理手段と、
　前記認証処理手段によってアクセスが許可された求人用コンピュータからの書類選考評
価がされていない応募者情報の検索要求に対して、前記応募者データベースに格納された
応募者情報のうち、該当する応募者情報を抽出する検索手段と、
　該検索手段によって抽出された応募者情報の少なくとも氏名の情報とその氏名に対応す
る複数の書類選考評価の欄とを前記求人用コンピュータに表示する手段と、
　前記求人用コンピュータから応募者情報に対応する「書類選考評価」の情報が入力され
ると、または、求人用コンピュータからの応募者の閲覧指定要求があると、前記利用者の
アクセス権に応じて入力または閲覧が許可されるか否かを判定するアクセス権監視手段と
、
　該アクセス権監視手段が閲覧が許可されると判断した場合に、前記求人用コンピュータ
からの応募者の閲覧指定要求により、応募者情報の氏名及び氏名以外の応募者情報を前記
求人用コンピュータに表示する手段と、
　該アクセス権監視手段が入力が許可されると判断した場合に、求人用コンピュータから
入力された「書類選考評価」の情報を前記応募者データベースの対応する「書類選考評価
」に入力する入力手段と、
　「書類選考最終結果」の入力がない状態で、書類選考評価の情報の入力があったときに
、対応する「現在状況」の情報を変更せずに「書類選考中」とする現在状況更新手段と、
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を備えることを特徴とする。
　応募者情報とステータス情報とを対応付けて、応募者データベースに格納することによ
り、情報を一元管理することができる。従って、応募者から現状の問い合わせがあったと
きにも、その担当者が応募者データベースの内容を確認することにより、迅速に且つ簡単
にその応募者の状況を把握することができる。
【０００８】
　前記ステータス情報には、応募者の現状を表す情報の他に、前記求人者が行ったその応
募者に対する評価を表す評価情報を含めることができ、または、対応する応募者への連絡
を行ったかどうかの連絡情報を含めることができ、さらに、前記評価情報には、その応募
者を採用するか採用しないかを表す採用結果情報を含めることができる。このような評価
情報、連絡情報、採用結果情報を応募情報記憶手段に格納することで、情報を一元管理す
ることができる。例えば、書類選考担当者のように評価を行う担当者が複数いる場合に、
その担当者がそれぞれ自分の評価を入力手段を用いて応募情報記憶手段に入力することで
、自動的にその評価を取りまとめることができる。また、このときに、応募者情報を見な
がら評価を行うことができ、書類による回覧を廃止でき、迅速に評価の取りまとめを行う
ことができるようになる。また、連絡情報もステータス情報の中に含めることで、各応募
者に連絡を行ったかどうかの現状を、人事担当者が迅速に把握することができ、応募者へ
の連絡漏れ等を防ぐことができる。
【０００９】
　また、前記応募者情報から応募者のＥメールアドレスを抽出し、そのＥメールアドレス
に宛てた面接・説明会等の連絡を行う連絡メールを作成する連絡メール作成手段をさらに
備えるとよい。こうして、担当者が、個々に応募者に電話連絡をしたり、個々の応募者に
宛ててメールを作成したりする手間を省くことができる。
【００１０】
　応募者によって操作されインターネット等の通信ネットワークを介してアクセスしてき
たクライアント装置から転送された前記応募者情報を、前記応募者情報記憶手段に格納す
る求職者登録手段をさらに備えるとよい。インターネット等の通信ネットワークを介して
応募者から入力された応募者情報を利用して応募者情報記憶手段に格納する情報とするこ
とができるので、応募者情報の入力の手間を省き、より効率的に処理を行うことができる
。
【００１１】
　また、前記求職者登録手段によって応募者情報が応募者情報記憶手段に格納されると、
前記応募者情報の中に含まれるＥメールアドレスのデータを抽出し、そのＥメールアドレ
スに宛てた返信メールを作成・返送する返信処理手段をさらに備えるとよい。こうして、
担当者が、個々に応募者に電話連絡をしたり、個々の応募者に宛ててメールを作成したり
することなく、応募者情報を受付けたことを応募者に知らしめることができる。
【００１２】
　前記メールにはＵＲＬが記載されており、そのＵＲＬには、応募者に希望する日程を選
択して登録を促す登録画面のためのファイルが格納されるとよい。応募者は、通信ネット
ワークを介してそのＵＲＬを指定して、表示された登録画面で日程を選択して登録を行う
ことにより、その希望日程を連絡したことになる。これにより日程候補を希望する応募者
のリストが自動的に作成される。従って、リスト作成や集計処理などを改めて行う必要が
無く、担当者の手間を省くことができる。
【００１３】
　また、応募者情報記憶手段へアクセスする者に応じてステータス情報へのアクセス権を
監視するアクセス監視手段を備えているので、ステータス情報を入力する権利がないもの
が不当にデータを処理することを防ぐことができる。
【００１４】
　前記応募者情報記憶手段に格納された情報は、インターネット等の通信ネットワークを
介して、求人者によって操作される求人者用装置からアクセス可能とすることができるの
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で、インターネット等の通信ネットワークを介して多数の担当者が、または、離れた場所
にいる複数の担当者が、ほぼ同時にステータス情報を入力したり、または応募者情報を閲
覧したりすることが可能となり、採用プロセスを迅速に且つ円滑に進めることができるよ
うになる。
【００１５】
　また、本発明は、求人者へ応募する応募者に関する情報（以下、応募者情報という）と
、該応募者情報と対応付けられるステータス情報とを格納し、応募者情報は、少なくとも
「氏名」のフィールドに対する情報を含んでおり、ステータス情報は、「現在状況」、複
数の「書類選考評価」、「書類選考最終結果」のフィールドに対する情報を含んでおり、
「現在状況」のフィールドには、少なくとも「書類選考中」を含む応募者の多数段階ある
採用プロセスにおける現在状況のいずれかの情報が格納される応募者データベースと、応
募者データベースへのアクセスが許可された利用者のユーザー名、パスワード及びそのア
クセス権の内容が格納された認証データベースと、を用いてコンピュータに採用処理を行
わせるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、コン
ピュータを、
　求人企業の求人用コンピュータからのアクセスに対して、ユーザー名、パスワードの入
力を受けて、認証データベースに格納されたデータとの照合を行い、アクセスを許可する
かどうかの判定を行う認証処理手段と、
　前記認証処理手段によってアクセスが許可された求人用コンピュータからの書類選考評
価がされていない応募者情報の検索要求に対して、前記応募者データベースに格納された
応募者情報のうち、該当する応募者情報を抽出する検索手段と、
　該検索手段によって抽出された応募者情報の少なくとも氏名の情報とその氏名に対応す
る複数の書類選考評価の欄とを前記求人用コンピュータに表示する手段と、
　前記求人用コンピュータから応募者情報に対応する「書類選考評価」の情報が入力され
ると、または、求人用コンピュータからの応募者の閲覧指定要求があると、前記利用者の
アクセス権に応じて入力または閲覧が許可されるか否かを判定するアクセス権監視手段と
、
　該アクセス権監視手段が閲覧が許可されると判断した場合に、前記求人用コンピュータ
からの応募者の閲覧指定要求により、応募者情報の氏名及び氏名以外の応募者情報を前記
求人用コンピュータに表示する手段と、
　該アクセス権監視手段が入力が許可されると判断した場合に、求人用コンピュータから
入力された「書類選考評価」の情報を前記応募者データベースの対応する「書類選考評価
」に入力する入力手段と、
　「書類選考最終結果」の入力がない状態で、書類選考評価の情報の入力があったときに
、対応する「現在状況」の情報を変更せずに「書類選考中」とする現在状況更新手段と、
して機能させる。
【００１６】
　前記応募者データベースには、さらに前記応募者情報にＩＤ番号とパスワードとが対応
づけて格納され、
　さらに、コンピュータに
　応募者によって操作されインターネット等の通信ネットワークを介してアクセスしてき
たクライアント装置からＥメールアドレス情報を含む応募者情報が転送されると、ＩＤ番
号とパスワードとを割り当てて、前記応募者データベースに割り当てたＩＤ番号とパスワ
ードとを対応づけて応募者情報を応募者データベースに追加格納する求職者登録手段と、
　前記求職者登録手段によって応募者情報が前記応募者データベースに格納されると、前
記応募者情報の中に含まれるＥメールアドレスを抽出し、そのＥメールアドレスに宛てて
、前記ＩＤ番号とパスワードと説明会登録ホームページ閲覧用ＵＲＬとを含む返信メール
を作成し送信する返信処理手段と、
　前記クライアント装置から前記ＵＲＬの指定がなされると、ＩＤ番号とパスワードの入
力と共に説明会日時選択の入力を促す画面をクライアント装置に表示する手段と、
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　クライアント装置からＩＤ番号とパスワードと説明会日時の情報が転送されると、ＩＤ
番号に対応づけて説明会日時の情報を前記応募者データベースに登録する説明会登録処理
手段と、
して機能させるためのプログラムを前記記録媒体に記録することができる。
【００１７】
　または、本発明は、求人者へ応募する応募者に関する情報（以下、応募者情報という）
と、該応募者情報と対応付けられるステータス情報とを格納し、応募者情報は、少なくと
も「氏名」のフィールドに対する情報を含んでおり、ステータス情報は、「現在状況」、
複数の「書類選考評価」、「書類選考最終結果」のフィールドに対する情報を含んでおり
、「現在状況」のフィールドには、少なくとも「書類選考中」を含む応募者の多数段階あ
る採用プロセスにおける現在状況のいずれかの情報が格納される応募者データベースと、
応募者データベースへのアクセスが許可された利用者のユーザー名、パスワード及びその
アクセス権の内容が格納された認証データベースと、を用いてコンピュータに採用処理を
行わせるためのプログラムであって、コンピュータを、
　求人企業の求人用コンピュータからのアクセスに対して、ユーザー名、パスワードの入
力を受けて、認証データベースに格納されたデータとの照合を行い、アクセスを許可する
かどうかの判定を行う認証処理手段と、
　前記認証処理手段によってアクセスが許可された求人用コンピュータからの書類選考評
価がされていない応募者情報の検索要求に対して、前記応募者データベースに格納された
応募者情報のうち、該当する応募者情報を抽出する検索手段と、
　該検索手段によって抽出された応募者情報の少なくとも氏名の情報とその氏名に対応す
る複数の書類選考評価の欄とを前記求人用コンピュータに表示する手段と、
　前記求人用コンピュータから応募者情報に対応する「書類選考評価」の情報が入力され
ると、または、求人用コンピュータからの応募者の閲覧指定要求があると、前記利用者の
アクセス権に応じて入力または閲覧が許可されるか否かを判定するアクセス権監視手段と
、
　該アクセス権監視手段が閲覧が許可されると判断した場合に、前記求人用コンピュータ
からの応募者の閲覧指定要求により、応募者情報の氏名及び氏名以外の応募者情報を前記
求人用コンピュータに表示する手段と、
　該アクセス権監視手段が入力が許可されると判断した場合に、求人用コンピュータから
入力された「書類選考評価」の情報を前記応募者データベースの対応する「書類選考評価
」に入力する入力手段と、
　「書類選考最終結果」の入力がない状態で、書類選考評価の情報の入力があったときに
、対応する「現在状況」の情報を変更せずに「書類選考中」とする現在状況更新手段と、
して機能させる。
【００１８】
　さらに、前記応募者データベースには、さらに前記応募者情報にＩＤ番号とパスワード
とが対応づけて格納され、
　さらに、コンピュータに
　応募者によって操作されインターネット等の通信ネットワークを介してアクセスしてき
たクライアント装置からＥメールアドレス情報を含む応募者情報が転送されると、ＩＤ番
号とパスワードとを割り当てて、前記応募者データベースに割り当てたＩＤ番号とパスワ
ードとを対応づけて応募者情報を応募者データベースに追加格納する求職者登録手段と、
　前記求職者登録手段によって応募者情報が前記応募者データベースに格納されると、前
記応募者情報の中に含まれるＥメールアドレスを抽出し、そのＥメールアドレスに宛てて
、前記ＩＤ番号とパスワードと説明会登録ホームページ閲覧用ＵＲＬとを含む返信メール
を作成し送信する返信処理手段と、
　前記クライアント装置から前記ＵＲＬの指定がなされると、ＩＤ番号とパスワードの入
力と共に説明会日時選択の入力を促す画面をクライアント装置に表示する手段と、
　クライアント装置からＩＤ番号とパスワードと説明会日時の情報が転送されると、ＩＤ
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番号に対応づけて説明会日時の情報を前記応募者データベースに登録する説明会登録処理
手段と、
して機能させるためのプログラムとすることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。図１は、採用処理システムを含む
全体の構成を表す第１実施形態である。図において、符号１０，１０，…は電話回線及び
プロバイダを経由してインターネットに接続可能となったクライアントコンピュータであ
り、求職者が適時、操作することができるものである。また、符号３０は、求人者である
求人企業が所有するか、または所有していなくても該求人企業の管理下にあるか若しくは
管理を委託している求人者管理サーバーであり、この求人者管理サーバーにおいて、採用
処理システムが動作する。符号２０，２０，…はルータ２２を介してインターネットに接
続可能となった求人用コンピュータであり、ブラウザの機能を用いて、インターネットを
介して採用処理システムを使用することができるようになっている。または、別の態様と
しては、求人用コンピュータ２０が、プライベートネットワークを介して採用処理システ
ムを使用することができるようにすることもできる。
【００２０】
　求人者管理サーバー３０には、求人企業のホームページＨＰが開設されており、クライ
アントコンピュータ１０でこのホームページＨＰのＵＲＬを指定することで、表示情報が
送られて、求職者のクライアントコンピュータ１０のブラウザを用いてこのホームページ
ＨＰを見ることができるようになっている。このホームページＨＰには、通常の企業紹介
、企業の商品・製品案内等の求人情報以外の情報の他に、「採用情報」（または「求人情
報」）といったボタンが含まれており、このボタンには、採用ホームページＨＰ２のＵＲ
Ｌがハイパーリンクされている。求職者がこのボタンをマウス等でクリックすると、求人
者管理サーバー３０から採用情報を表示するための情報が送られる。
【００２１】
　求人者管理サーバー３０は、図２に示したように、インターネットを介して接続された
クライアントコンピュータ１０等とのデータの入出力の制御を行う入出力制御回路３０２
と、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有し、データの転送、演算、一時的なデータの格納、メ
インプログラムの格納を行う制御回路３０４と、ハードディスクのような記憶装置と、を
有している。記憶装置には、各種プログラムが格納されており、この中のプログラムに基
づき、本発明による採用処理システムが動作する。この採用処理システムは、図１に示す
ように、記録媒体としてのコンパクトディスク４０またはフロッピーディスク５０に格納
されたプログラムを、サーバー３０のＣＤドライブ４２またはフロッピードライブ５２に
コンパクトディスク４０またはフロッピーディスク５０を挿入して、サーバー３０のハー
ドディスクのような記憶装置にコピーすることによって、動作するものであってもよい。
また、記録媒体としては、上記の他に、ＤＶＤ等の光学記録媒体、ＭＤ等の磁気記録媒体
、またはＩＣカードなどを用いることができる。
【００２２】
　さらに、求人者管理サーバー３０の記憶装置には、中途採用を希望する求職者の情報が
格納された応募者データベース３１０と、就職を希望する新卒の求職者の情報が格納され
た新卒者受付データベース３１２と、新卒者の中で説明会の登録を行った求職者の情報が
格納された新卒応募者データベース３１４と、募集要項情報が書き込まれた募集要項ファ
イル（募集要項．htm）３２０と、登録画面情報が書き込まれた登録ファイル（登録.htm
）３３０と、が備えられる。
【００２３】
　新卒者の場合は、中途採用希望者に比較して数が多く、また、格納される応募者情報の
内容が異なるために、応募者データベース３１０と新卒応募者データベース３１４（また
は新卒者受付データベース３１２）とは、別々のデータベースで構成しているが、一つの
データベースで構成することも勿論可能である。また、ここでは、新卒者受付データベー
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ス３１２に格納された新卒者の中で説明会の出席の登録を行った者をさらに新卒応募者デ
ータベース３１４に格納して、多数受付けられた新卒者から説明会に出席したものを就職
希望の高い応募者として絞っているが、これに限定されるものではなく、応募者を全く絞
らずに、これらのデータベース３１２，３１４をまとめて１つのデータベースで構成する
ことも可能である。
【００２４】
　応募者データベース３１０に格納される求職者の情報としては、大別して、求職者から
引き出す主に属性に関する応募者情報と、求職者の採用プロセスにおけるステータスを表
すステータス情報とに分けることができる。図６にその具体例を示しており、（ａ）が応
募者情報、（ｂ）がステータス情報となっている。応募者情報のフィールドとしては、氏
名、氏名（ローマ字）、連絡先、希望職務（ジョブＩＤ）、Ｅメールアドレス、レジュメ
等を例示することができる。また、ステータス情報のフィールドとしては、現在状況、次
回予定状況、書類選考評価ｍ（ｍ＝１，２，…）、コメントｍ、書類選考担当者ｍ、選考
日ｍ、書類選考最終結果、ｎ次面接評価（ｎ＝１，２，…）、ｎ次面接コメント、ｎ次面
接選考担当者、ｎ次選考日、面接最終結果、次回面接予定日時、次回面接予定場所、次回
面接予定面談者、備考、筆記試験結果、健康診断結果等を例示することができる。
【００２５】
　募集要項ファイル（募集要項．htm）３２０に書き込まれる募集要項情報は、現在その
求人者管理サーバー３０に対応する求人企業が求めている職種に関する情報である。さら
に、各職種の詳細情報についてそれぞれ職務ファイル３２１（J0001.htm）、３２２（J00
02.htm）,３２３（J0003.htm）,…が用意され、各ファイル３２１，３２２,…に、例えば
ジョブＩＤ、職務、勤務地、職務内容、必要条件等のデータが書き込まれる。図３は、募
集要項情報をブラウザを用いて表示させたときの表示例、図４はある職種情報をブラウザ
を用いて表示させたときの表示例である。
【００２６】
　登録ファイル３３０には、求人企業が、求職者から引き出したい応募者情報の入力を促
すフォームが書き込まれる。図５は、それらのデータの入力を促す画面例である。
【００２７】
　求人者管理サーバー３０に含まれるファイルの種類またはファイルに書き込むべき内容
は、その求人企業の希望に合った任意のものとなる。つまり、上記の募集要項ファイル３
２０、登録ファイル３３０等に書き込まれるデータ項目、また、それらのファイルの中に
埋め込まれる画像ファイルは任意であり、図３ないし図５に示したレイアウトは一例にす
ぎない。
【００２８】
　また、求人者管理サーバー３０には、必要に応じて、会社概要が書き込まれた会社概要
ファイル（会社概要.htm）３４０、福利厚生内容が書き込まれた福利厚生ファイル（福利
厚生.htm）３５０、待遇が書き込まれた待遇ファイル（待遇.htm）３６０等が用意されて
いる。
【００２９】
　さらに、求人者管理サーバー３０の記憶装置には、応募者データベース３１０や新卒者
データベース３１２等のデータベースへのアクセスが許可された利用者のユーザー名、パ
スワード、そのアクセス権の内容が格納された認証データベース４２０、応募者への連絡
用の各種文書のテンプレートが格納されたテンプレートデータベース４３０及びホームペ
ージＨＰまたはＨＰ２の一般閲覧者からの問い合わせのＥメールを受け付けるメールボッ
クス４５０が備えられる。
【００３０】
　図７は、求人者管理サーバー３０の制御部で実行される採用処理を機能毎に表した機能
ブロック図である。求人者管理サーバー３０は、中途採用の応募者からの応募者情報の登
録処理を行う求職者登録処理部４９２、新卒の応募者からの応募者情報の登録処理を行う
新卒求職者登録処理部４９３、中途採用の応募者への返信処理を行う返信処理部４９４、
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新卒の応募者への返信処理を行う新卒返信処理部４９５、一般的な問い合わせメールを受
付ける問い合わせメール受付部４９６、応募者データベース３１０または新卒者受付デー
タベース３１２等のデータベースの管理を行うデータベース管理部４９８、主として新卒
の応募者に対する説明会の登録処理を行う説明会登録処理部４９９、応募者データベース
３１０や新卒者データベース３１２等のデータベースへのアクセスが許可された利用者で
あるかどうかの認証を行う認証処理部５１２、応募者データベース３１０の中から入力さ
れた検索条件に合致したデータの抽出を行う応募者検索部５１４、新卒応募者データベー
ス３１４の中から入力された検索条件に合致したデータの抽出を行う新卒応募者検索部５
１６、応募者データベース３１０にステータス情報の入力を行うための入力部５１８、ス
テータス情報の入力または閲覧指示が行われた場合に、そのアクセス権を監視するアクセ
ス監視部５１９、応募者データベース３１０のステータス情報の中の現在状況を自動的に
更新する現在状況更新部５２０、応募者への連絡用のＥメールの作成処理を行う連絡メー
ル作成部５２２及び応募者への連絡用のＥメールの本文のテンプレートを追加・編集・削
除するメールテンプレートメンテナンス部５２４を備えている。
【００３１】
　次に、転職、即ち、中途採用を希望する求職者がインターネットを介してこの採用処理
システムにアクセスした場合の処理を説明する。求職者は、自分のクライアントコンピュ
ータ１０のブラウザを用いて、自己の興味のある企業の求人者管理サーバー３０のＵＲＬ
を指定し、ホームページＨＰを閲覧、ホームページＨＰからハイパーリンクしてホームペ
ージＨＰ２を閲覧、または直接ホームページＨＰ２を閲覧することができる。求人者管理
サーバー３０から送られてくる募集要項情報（図３）、職種情報（図４）等を閲覧し、そ
の求人企業への就職を希望する場合には、「登録」ボタンをクリックする。これにより、
求人者管理サーバー３０からの登録ファイル３３０で指定された登録ページ（図５）が画
面に表示される。ブラウザを用いて、各問い合わせに対する入力を行う。入力が終了して
、「送信」ボタンをクリックすると、クライアントコンピュータ１０から登録ファイル３
３０内に指定された後述のＣＧＩやＰＨＰ等のスクリプトによりその登録内容が求人者管
理サーバー３０へと転送される。
【００３２】
　求職者からの応募者情報が転送されると、求職者登録処理部４９２を構成するプログラ
ムが起動する。このプログラムのフローチャートを図９に示す。求職者からの応募者情報
に対して図６（ａ）に示したフィールドのうちの必須のフィールドにつき、データが入力
されているかどうかを判定する（図９、ステップＳ１１）。例えば、図６（ａ）のうちの
連絡先電話番号を除き、残りのフィールド（氏名、氏名（ローマ字）、Ｅメール、希望職
種、レジュメ）についてデータがブランクでないかどうかを判定し、１つの必須フィール
ドでもブランクがある場合には再入力を促すメッセージをクライアントコンピュータ１０
へと送り、該コンピュータ１０のブラウザに表示させる（図９、ステップＳ１２）。また
、すべての必須フィールドがブランクでない場合には、応募者情報は、応募者データベー
ス３１０へと格納される（図９、ステップＳ１３）。登録が完了した旨のメッセージをク
ライアントコンピュータ１０へと送り、該コンピュータ１０のブラウザに表示させる（図
９、ステップＳ１４）。次に、返信処理部４９４が起動して、テンプレートデータベース
４３０に記載された返信メールテンプレートを読み出し（図９、ステップＳ１５）、返信
メールを自動的に作成する（図９、ステップＳ１６）。その際に、応募者情報の中から、
「氏名」フィールドの氏名データを、送信メールの文書内の宛名（図８の符号７１）に入
力し、また、応募者情報の中から、「Ｅメール」フィールドのＥメールアドレスデータを
宛名アドレス（図８の符号７２）に入力し（図９、ステップＳ１６）、送信する（図９、
ステップＳ１７）。返信メールの一例を図８に示す。この返信メールの記載内容も、一例
であり、任意のものとすることができる。
【００３３】
　求人企業の担当者は求人用コンピュータ２０を用いて求人者管理サーバー３０へとアク
セスし、さらなる採用プロセスを進行していく。採用プロセスは各求人企業において様々
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な態様をとっているものと考えられるが、以下、基本的な採用プロセスに従って、その処
理を具体的に説明していく。
【００３４】
　まず、求人企業の担当者は、求人用コンピュータ２０を用いて、求人者管理サーバー３
０の所定のＵＲＬへとアクセスし、ユーザー名及びパスワードを入力し、認証処理部５１
２による認証を受ける。認証処理部５１２は、入力されたユーザー名及びパスワードと、
認証データベース４２０に格納されたデータとの照合を行い、その照合結果からアクセス
を許可するかどうかを判定する処理を行う。求人企業に所属する者すべてではなく、特定
の部署、例えば、人事部署または関係部署の担当者、またはある一定以上の役職者のみに
アクセスを限定することもできる。
【００３５】
　新規に登録された応募者については、書類選考を行う必要がある。書類選考は、書類選
考担当者が、応募者データベース３１０の各応募者のステータス情報の中の書類選考評価
フィールドに評価情報を入力することによって行われる。書類選考担当者は、一人または
複数人でも可能であり、複数人の場合は、その数（ｍ）に応じて書類選考評価フィールド
が設けられる。書類選考担当者は、まず、応募者検索部５１４の機能を使って、まだ書類
選考を行っていない応募者を検索する。図１０は、応募者検索部５１４の画面例である。
図１０の画面例に示すような任意の条件に従って検索を行うことができる。こうして、図
１１に示すような応募者一覧の画面を表示し、入力部５１８の機能を用いて、そこに表示
されている書類選考評価の欄に、評価を入力する。また、各応募者氏名をクリックすると
、図１２及び図１３に示すような、その応募者の応募者情報及びステータス情報が一覧表
示されるので、担当者は、この応募者情報を見ながらその評価を下すことができる。この
ように書類選考評価が入力された時や応募者情報の閲覧指示がなされた時には、アクセス
監視部５１９が作動し、アクセス時のユーザー名から認証データベース４２０を参照し、
その入力や閲覧のアクセス権が正当にあるかどうかを判別し、正当にある場合にのみ入力
及び閲覧を許可する。正当でない場合には、入力は拒否して、または応募者の応募者情報
及びステータス情報が表示されないようにする。
【００３６】
　すべての書類選考担当者が評価を入力した後、書類選考の最終結果が入力される。最終
結果の入力についても、アクセス監視部５１９の機能により、その入力のアクセス権を限
定された者のみ、例えば人事担当者の特定の者のみに限定することが可能である。また、
入力が行われるたびに、現在状況更新部５２０で現在状況に変更がないかどうかを判断す
る。ここでは、書類選考最終結果が出されるまでは、現在状況のフィールドの値は変更さ
れずに、書類選考中となっている。
【００３７】
　書類選考最終結果が出されるとその結果を応募者に連絡しなければならないが、この連
絡処理は、連絡メール作成部５２２を用いて行う。連絡メール作成部５２２は、図１４に
示すような応募者検索部５１４と同様の検索機能を有しており、今の場合、書類選考結果
連絡フィールドの値が「未」となっており、書類選考最終結果の値が所定のものを条件と
して抽出すると、まだ連絡が済んでいない該当者が一覧表示される（図１５）。同時に、
テンプレートデータベース４３０に格納された複数のテンプレートの中からメールに使用
するテンプレート名を選択することができるようになっている。一覧表示された該当者の
中で適宜その氏名を選択すると、連絡メール作成部５２２のメール作成機能によって、そ
の応募者の応募者情報の中からＥメールアドレスを読み出して送信先とすると共に、前記
選択されたテンプレート名からその本文を作成する（図１６）。さらに必要に応じて、担
当者がメールの内容を変更することもできる。こうして、連絡メールがほぼ自動的に作成
され、担当者は、画面上のメール送信ボタンをクリックするだけで、連絡作業を終了する
ことができる。書類選考最終結果が「合格」となった応募者に対しては、面接お知らせの
テンプレートを用いて、次の面接の日程をお知らせするメールを送信し、「不合格」とな
った応募者に対しては、不合格お知らせのテンプレートを用いて、不合格の旨をお知らせ
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するメールを送信する。但し、この連絡メール作成部５１６の機能としては、これに限る
ものではなく、例えば、書類選考最終結果に「合格」が入力されると、自動的に連絡メー
ル作成部５２２が起動して、面接お知らせテンプレートを用いてメールを作成・送信し、
書類選考最終結果に「不合格」が入力されると、自動的に連絡メール作成部５２２が起動
して、不合格連絡テンプレートを用いて面接お知らせテンプレートを用いてメールを作成
・送信するようにして、完全にこれらの処理を自動化するようにしてもよい。
【００３８】
　合格となった応募者の面接については、日程候補が複数ある場合に、面接お知らせメー
ルの中に日程候補を選択をするためのＵＲＬを記載しておき、応募者にそのＵＲＬからブ
ラウザ上で日程等を選択登録させることもできる。即ち、Ｅメールを受信した応募者は、
クライアントコンピュータ１０を用いて、ＵＲＬで指定されたサイトにおける登録画面で
都合の良い日程を選択すると共に、日程以外にその画面上に表示される登録項目に登録す
ることで、日程の選択を行う。ここで、複数の応募者に、重複した複数の日程候補の中か
ら希望の日程を選択させる場合に、ある日程が定員に達したときには、登録画面でその日
程が選択肢から消去されるようにするとよい。登録された日程のデータは、自動的に応募
者データベース３１０の中の対応する応募者の予定状況フィールドに入力される。担当者
は、ある日程に登録された応募者をリスト表示させることもできる。
【００３９】
　次に、面接を行った後、その面接評価は、図１１または図１３の表示画面において、担
当者が入力する。面接の回数は、応募者によって異なることがある。従って、面接最終結
果が入力されるまでは、面接評価が入力されるたびに、図１１及び図１３の表示画面にお
ける面接に関するフィールドが自動的に追加されるようにしているとよい。このために、
応募者データベースの面接に関するフィールドを多数設けておき、すでに行った面接回数
＋１の次数の面接に関するフィールドまでが表示画面に表示されるようにするか、または
面接評価が入力される度に、その面接次数ｎに１プラスしたｎ＋１次面接に関するフィー
ルドを自動的に作成・追加するようにしておくとよい。
【００４０】
　面接評価の連絡は、書類選考の結果連絡と同じであり、連絡メール作成部５２２を用い
て、次回の面接連絡を行うことができる。こうして、何次かの面接を行い、最終面接結果
が入力されるまで、次の面接連絡、面接評価入力及び面接評価連絡の処理が繰り返される
。同時に各処理が実行される毎に、現在状況更新部５２０が作動して、自動的に現在状況
フィールドの内容が書き換えられる。
【００４１】
　また、上記の面接以外に筆記試験、健康診断を行った場合には、その結果等が図１１ま
たは図１３に示す表示画面から担当者によって入力される。
【００４２】
　採用するまたは採用しないという最終結果（＝最終面接評価であることが多い）がでる
と、その結果の連絡を行う必要があるが、これも前記連絡メール作成部５２２を用いてメ
ール作成して送信することができる。
【００４３】
　さらに、採用するとの内定が出されると、本人からの入社するかまたは辞退するかの意
思を確認する必要が出る。この連絡も、連絡メール作成部５２２を用いて行うことができ
る。
【００４４】
　このように採用プロセスが進行していくに連れて、現在状況更新部５２０により、現在
状況フィールドは、「書類選考中」、「面接中」、「保留」、「内定」、「不合格」、「
辞退」といった状況に書き換えられる。
【００４５】
　以上の説明は、中途採用者を主として対象とするものであった。上記処理を新卒者に対
しても同様に行うことも勿論可能であるが、上記に加えて、新卒者に対しては、登録人数
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が当然多くなるため、さらに次のような追加処理を行う態様とすることができる。
【００４６】
　この新卒処理の登録までのフローチャートを図１７に示す。求人者管理サーバー３０の
採用ページに、「新卒者採用」のボタンと、「経験者採用」のボタンの両方を用意してお
き、「新卒者採用」のボタンがクリックされると、新卒者採用ページにリンクするように
しておく。新卒者採用ページは、前述の募集要項ファイル３２０または職務ファイル３２
１，３２２，…、登録ファイル３３０と同様のファイルで構成される。新卒求職者は、こ
の新卒者採用ページで募集要項情報、職種情報を閲覧し、対応する当該求人企業への就職
を希望する場合に、「登録」ボタンをクリックすると、登録ファイルで指定された登録ペ
ージが表示される（図１７，ステップＳ２０）。その表示例を図１８（ａ）に示す。この
例では、氏名、Ｅメールアドレス、学校名、学部名を登録項目としている。入力が終了し
て、「送信」ボタンをクリックすると、登録ファイルで指定されたＣＧＩやＰＨＰ等のス
クリプトによって、その登録内容が求人者管理用サーバー３０へと転送される（図１７，
ステップＳ２１）。
【００４７】
　新卒求職者からの応募者情報が転送されると、新卒求職者登録処理部４９３を構成する
プログラムが起動し、再入力が必要でないかを判定した後、上記応募者情報は対応する求
人企業の新卒者受付データベース３１２に追加される（図１７，ステップＳ２２）。新卒
求職者からの応募者情報が到着すると、新卒求職者に対しては、その人数が多いため、Ｉ
Ｄ番号とパスワードを自動的に割り当てる。このＩＤ番号とパスワードは、応募者情報に
加えて新卒者受付データベース３１２に追加して、以降、ＩＤ番号とパスワードで管理で
きるようにする（勿論、前述の中途採用の求職者に対してもＩＤ番号とパスワードを割り
当てて、これらの番号で管理することとしてもよい）。次に、新卒返信処理部４９５が起
動して、新卒求職者に対して、応募者情報に含まれるＥメールアドレスデータに宛てて、
返信メールが自動的に作成され、送信される（図１７，ステップＳ２３）。この返信メー
ルには、登録確認、ＩＤ番号とパスワード、説明会登録ホームページ等のＵＲＬが含まれ
る。説明会登録ホームページの具体例を図１８（ｂ）に示す。クライアントコンピュータ
１０から説明会登録ホームページ等のＵＲＬが指定される（図１７，ステップＳ２４）と
、この説明会登録ホームページ等の画面では、ＩＤ番号とパスワードの入力と共に、説明
会日時選択、より詳細な応募者情報（例えば、住所、電話等）の入力を促すようになって
いる。入力が終了し、「送信」ボタンがクリックされると、その説明会登録の表示用ファ
イルで指定されたＣＧＩやＰＨＰ等のスクリプトによって、その説明会登録内容が、求人
者管理サーバー３０へと転送される（図１７，ステップＳ２５）。説明会登録処理部４９
９が起動して、再入力が必要でないかを判定した後、その説明会登録内容が新卒応募者デ
ータベース３１４に追加される。同時に、説明会登録確認の返信メールが自動的に作成さ
れて、新卒求職者のアドレスへと送信される（図１７，ステップＳ２６）。人事担当者は
、この新卒応募者データベース３１４に転送された説明会登録者のデータを説明会日時別
にリスト表示することができる（図１７，ステップＳ２７）。
【００４８】
　以上のように、新卒者に対して説明会登録といった別途の処理を加えることで、応募者
を絞り込むと共に、これらの説明会登録処理を求人者管理サーバー３０に格納されたプロ
グラムによって構成される説明会登録処理部４９９を用いて自動的に行うことにより、効
率化を図り、求人企業が負担するべきコストを低減させることができる。
【００４９】
　以降、説明会出席後の新卒者に対する採用プロセスは、求人企業によってその態様はま
ちまちであるが、説明会出席後の新卒者のみを対象として、その応募者情報を応募者デー
タベース３１０に転送し、さらに、前記中途採用の場合と同様の採用プロセスを実行して
いくことができる。または、応募者データベース３１０に転送することなく、応募者検索
部５１４とは別に新卒応募者データベース３１４を検索する新卒応募者検索部５１６を備
えることで対応することもできる。この場合であっても、基本的処理は前記中途採用の場
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合の採用プロセス（図１０ないし図１６）で説明した基本的な処理に準じることができる
。
【００５０】
　以上のように、この採用処理システムでは、以下のような効果を持たせることができる
。
　１）応募者からの現状の問い合わせがあったときに、応募者検索部５１４を用いて、応
募者データベース３１０，３１４から該当する応募者のデータを抽出し、その応募者のス
テータス情報から現在の状況や次回の予定等を迅速に調べてその応募者に伝えることがで
きる。また、応募者にＩＤ番号とパスワードを割り当てた場合には、応募者自身がクライ
アントコンピュータ１０を用いて応募者データベース３１０，３１４へとアクセスして、
自分で、自分のステータス情報を見るようにすることも可能である。この場合、アクセス
監視部５１９がその応募者が閲覧できる権利を有するかどうかの判定を行う。また、応募
者が登録した応募者情報の内容に変更や誤りがあった場合に、応募者自身がクライアント
コンピュータ１０を用いて応募者データベース３１０，３１４へとアクセスして、登録済
の応募者情報を変更するようにしてもよい。この場合も、アクセス監視部５１９がその応
募者がデータ変更できる権利を有するかどうかの判定を行う。
【００５１】
　２）書類選考において、実際に書類を回覧する必要が無く、また、書類選考評価が応募
者データベース３１０、３１４で一元的に管理されているために、多数の書類選考担当者
がいる場合にも、迅速に且つデータが混乱することもなく、少ない労力で行うことができ
る。
【００５２】
　３）応募者への面接日程の連絡、各種結果の連絡等の連絡も迅速に且つ少ない労力で行
うことができる。
【００５３】
　尚、以上の説明は、選択しうる態様の中の一部の態様を図面と共に説明したが、特許請
求の範囲の中で、システムは様々な態様を取ることが可能である。
　任意の変形が可能であり、本発明は、サーバーの台数、データベースの数、またはその
格納場所、またはホームページ等の画面ファイルの各種ファイルの格納場所などを限定す
るものではない。
　さらには、求職者からの登録データは暗号化することにより、より機密性を高めるよう
にするとよい。
【００５４】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、応募者情報とステータス情報とを対応付けて、
応募者情報記憶手段に格納することにより、情報を一元管理することができる。従って、
応募者から現状の問い合わせがあったときにも、その担当者が応募者情報記憶手段の内容
を確認することにより、迅速に且つ簡単にその応募者の状況を把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の採用処理システムを含む全体の構成の実施形態を表す構成ブロック図
である。
【図２】　求人者用サーバーの構成ブロック図である。
【図３】　募集要項情報の表示例である。
【図４】　職種情報の表示例である。
【図５】　登録情報の表示例である。
【図６】　（ａ）は、求職者から転送される応募者情報のデータ例、（ｂ）はステータス
情報のデータ例である。
【図７】　本発明の採用処理システムの機能ブロック図である。
【図８】　返信メールの一例である。
【図９】　登録された応募者情報に対して行われる処理を表すフローチャートである。
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【図１０】　採用処理部の応募者検索の画面例である。
【図１１】　図１０の検索結果の画面例である。
【図１２】　応募者の応募者情報及びステータス情報の表示例である。
【図１３】　図１２の表示例の続きである。
【図１４】　採用処理部のメール作成における検索の画面例である。
【図１５】　図１４の検索結果の画面例である。
【図１６】　連絡メールの一例である。
【図１７】　新卒求職者の登録後の処理を表すフローチャートである。
【図１８】　（ａ）は、新卒求職者用の応募者情報の登録画面例であり、（ｂ）は、説明
会登録ホームページの画面例の一例である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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