
序章 新卒一括採用制度への問題意識 

 本論文のテーマに「新卒一括採用」を設定したのは、著者自身の就職活動で湧いた疑問

と関心からである。 

 冒頭から私的な内容で恐縮だが、筆者は最終的に日本の制度に乗っかり、新卒生として

来年度から民間企業に就職することになったが、就職活動をすると決めるまでに様々な迷

いがあった。そもそも就職活動をすることをためらった経験がある。 

就職活動をすることにした最大の決め手が、日本の「新卒一括採用制度」であった。筆

者は 4 年で大学を卒業しなければいけないという家庭の制約もあり、大学を卒業後しばら

く正規雇用の道を歩まず働き、必要経費を稼ぎ、やりたいことを実現させることも考えた。

しかし、その後のリスクを考えたとき、筆者にはそれができなかった。何をリスクと考え

るかはその時点で人により異なるが、筆者は就職する機会を逃してしまうことが不安で仕

方なかったのである。 

 日本では当たり前に行われる新卒一括採用であるが、他国を見渡すと、日本の雇用制度

の方がむしろ異質であるということ、「仕事に就く」ことに対するモチベーションの違いや

大学教育の捉え方に違いがあることがわかる。大学教育・大学入学に対する考え方に関し

て、欧米では特に大学入学の前段階で自分の将来就きたい仕事について考え、大学入学後

は学問を全うする。専攻学問が就職につながると考えているからである。就職に関しては、

就職時期が一律ではなく新卒入社もいれば既卒入社もある。インターンシップや世界周遊

をしながら将来の職を考え職に就く者、転職を繰り返しながらキャリアを積む者、30 代を

迎える手前で就職する者も珍しくない。どんな国でも当人の働く能力が問われる厳しい社

会ではあるが、人材価値や業務効率・創造性を高めたい思惑がある企業にとっては合理的

な就職様式といえるだろう。 

 このように日本と諸外国を比較し、抱いた問いが二つある。 

第一に「なぜ日本では新卒という価値が重視され、経験如何に関わらず新卒一括採用を

逃すと就職先の選択肢が限られてしまうのか」ということである。新卒という価値が重視

されるのと同時に、大学生にとって新卒で入社する企業は、その後の人生を左右するほど

の重要な問題であり、したがって「就職活動」は大学卒業 1 年半前の学生にとってはビッ

グイベントなのだ。第二新卒や転職市場もたしかに存在するが、日本はまだまだ発展途上

といってよい。その一度きりの機会を逃してしまうと就職が、とくに正規雇用が難しくな
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ることに、何かしら企業あるいは社会の側の合理的な理由があるのだろうか。 

第二に「企業の採用活動で大学での学習が重んじられないのはなぜか」という問いであ

る。研究職に就く理系大学生や企業内法務の就職をする法学部生は、その学習が企業で生

かされ、企業もその学習を重視しているといえる。しかし、たとえば文系学生でも社会人

になるとプログラミング言語を書くことができたり、理系でも広告関係の就職ができたり

など、学部に関連のない仕事に就けることは、大学卒を重視しているにも関わらずその専

門性を軽視することが奇妙に感じられる。また、「日本の学生は一番勉強しない」ともいわ

れるにも関わらず、その「勉強しない」学生を採用できることにも違和感がある。 

この問いには、日本大学生の多くは入学時に将来の進路を深く考えていないという問題

とも関連している。欧米を比較するとその目的意識の差は顕著だ。日本でも中卒・高卒・

大卒それぞれで就職活動が行われるが、「大学全入時代」と呼ばれて数年が経つ今日では、

若年層の雇用状況において、大学新卒の占める割合が大きいと考えられる。その大学生は

（とくに文系では）3 年生になって初めて本格的に「就職」を意識するように思われる。

しかし欧米では、大学進学の前に進路決定をする者が多く、とくに欧州では職業学校が多

数存在し、大学へ行く意味が見いだせない者については職業学校へ入学する。大学に進学

した者については、そこでの経験が将来の職業や自らの生活に必要であるという認識から、

学習意欲を燃やすのではないかと考える。自分の興味が変わると、躊躇せず学部学科を変

更するという話もよく耳にする。とくにアメリカは「学歴社会」といわれるが、その大学

の名前も重要だがそれよりも「大卒」という肩書にその個人の中身が伴うという点が重要

なのであり、ゆえに学歴を重んじるのである。対して日本は、「大学卒」という「ラベル」

があれば良く、さらに言えばその大学が名門大学の名であればなお良い。そして、その学

生がいかにその専門に関して学んできたかはどうでもよい。日本の大卒に中身が伴う者は

いるのだろうか。おそらく、文系大卒については皆無に近いだろう。しかしなぜ大卒にこ

だわるのだろうか。大卒の者に専門性はさほど身についていないという前提があるならば、

なぜ大卒とそれ以下の者に賃金の格差が生まれるのだろうか。 

以上の問いから、日本での新卒就職とその就職活動（以下、「就活」）の現状・問題点や

大学の在り方、学生の就職に対する意識を検証する。 

第 1 章では、日本独自（正確には独自ではないが、世界でも稀にみる制度であるがゆえ

にあえて強調する）の新卒一括採用制度は歴史的にどのように成り立ったのかを、時代を

追って解明していきたい。また、新卒一括採用制度と日本的雇用慣行（年功序列制）の関
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係についても触れる。 

第 2 章では、以下の点を解明するための検証をしていきたい。それは①近年の「就活」

はどのように行われ、それぞれの行程に学生・企業・大学側にどんな問題点があるのか②

実際に大卒無業者の就職は厳しいのか③日本のキャリア教育の実態とその問題とは何か、

ということである。これは、筆者が問題とする「就活」の実態を把握し、筆者の問いを解

明する根拠を示すためだ。さらに、近年の一般的な新卒採用制度とは違った事例も紹介す

る。この事例は、近年の就活で問題視される点を解決できるものとして筆者が注目したも

ので、人事担当者へのインタビューを元に記載した。 

以上の検証・考察を踏まえながら、第 3 章で今後の日本の大学教育・就職活動の望まし

いあり方と変革の可能性について先行研究を示す。そして終章では、自らの問いに答える

と共に筆者の見解を述べ、結びとしたい。 

 尚、本研究の前提として、扱う対象は主に「首都圏大学」に通う「四年制大学文系」学

生が「首都圏に本社がある企業」に就職活動をする場合である。そのため、「地方大学」に

通う学生や、「地方就職」「民間企業以外の進路」を選択する学生、「理系その他学部、大学

院」の学生に関する指摘には概ね触れていないことを予め了承いただきたい。 
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第１章 日本独自の「新卒一括採用制度」誕生の背景 

 

第１節「日本型雇用慣行」誕生の要因 

まず「新卒一括採用」の定義をここで示すと、「会社が毎年ないしはほぼ毎年、大学卒業

予定者に対して卒業前に採用内定を出し、卒業と同時に採用し入社させること」である。

日本は、戦後特にこの方法を利用して人材を確保してきた。諸外国に比べ、中途採用が少

ないのはこれも一理あるといってよい。 

この節では、日本の「新卒一括採用制度」がどのように誕生したか、またなぜそのよう

な雇用慣行を日本は行ってきたのかを、引用を交え経緯を追うこととする。 

「新卒一括採用制度」は従来から指摘されてきたように、日本的雇用慣行の一つとして

捉えることができる。「日本的雇用慣行」は、1972 年の『OECD 対日労働報告書』で「終

身雇用」「年功賃金制度」「企業別組合主義」の３つに特徴付けられるとした。いわゆる「三

種の神器」と呼ばれるものである。 

新卒一括採用制度はこの中でもとくに「終身雇用」と「年功賃金制度」の基盤となる採

用方法である。その基盤となる論理は以下の通りである。すなわち、日本企業では大学新

卒者全員を一律にみなし一括で雇い、初任給賃金を統一するところから始まる。この時点

で、大学卒学生個々の能力に応じた賃金設定をしていない。労働者の技能は，熟練度を表

す勤続年数や企業の教育投資とともに向上すると日本企業は考えるため、その後の賃金も

「年齢」に応じた設定となる 1。「企業の教育投資」とあるが、企業は新卒者を一律に扱う

ため企業で活躍するには教育が必要と考え、その企業固有の特殊技能を修得させるのであ

る。企業としては、労働者にその教育投資を企業に還元してもらわなければ、利益を損な

いかねない。一方、労働者は修得する技能がその企業固有の技能で，極めて汎用性のない

ものであるため、他の企業への転出が困難となるばかりか、生え抜きを中心とする内部昇

進制において不利になるため、一つの企業に留まらざるを得なくなる 2。「企業別（内）労

働組合」が結成されたのも、こうした企業の閉鎖性に起因することはいうまでもない 3。

こうした仕組みが一因となり 4、企業は「長期雇用」「終身雇用」という雇用形態を採用す

ることで一定の経済的成長を遂げてきた。 

 こうした日本的雇用システムの形成要因について、谷内は「技術的要因」「経済的要因」

「社会的要因」を挙げる。 

第一に「技術的要因」に関して、日本の工業化（明治末期から）は独占資本主義への移

- 4 - 
 



行の遅れもあってか、欧米から生産設備や技術を導入し、それを企業内の従業員に修得さ

せる形で展開された。こうした自前の養成工を育成・輩出していくためには、従業員を長

期的に勤続させ技術を修得させる必要があり、それが企業の生産性を高める絶対的条件で

もあった。こうした点から従業員を定年まで勤続させる長期安定雇用は、労働者でなくむ

しろ企業サイドのニーズから生まれたものであった。 

第二の「経済的要因」に関して、すでに述べたように日本の多くの企業は国際競争に打

ち勝っていく必要があり、そのためコストと製品の品質の両面でその優位性を保たなけれ

ばならなかった。その結果、企業の必要から労働費用をできるだけ抑えたまま、いかに質

の高い労働力を確保するかが追求された。その結果、質の高い労働力が必要不可欠となっ

てくる。日本的雇用システムが形成された昭和 30 年前後の日本においては、後期中等教

育を受けた新規高等学校卒業者を中心に質が高く、低賃金の若年労働者が多く存在してい

た。しかも、新規学卒者を中心とする若年労働者は学習能力と適応力が高いことや、他の

企業の経験がないことで、その企業固有の組織文化や価値観などと一体化しやすい特徴が

あった。このように、低賃金で質の高い若年労働者が、日本企業のコスト及び品質の両面

における競争力を高めると同時に、日本的雇用システムの成立には欠くことのできない存

在となっているのである。 

最後に「社会的要因」であるが、これは一種の社会的規範を意味しており、その根底に

ある思想は経営家族主義である。すでに述べたように，輸出工業国としての自立を求めら

れた日本企業の多くは、国際市場での欧米各国との競争に打ち勝つために、安価な労働力

によるコスト競争力をつけざるを得なかった。その結果、従業員の賃金は低いものとなり、

その補填として家族主義的な家父長的保障体制が労務管理に導入された。そうしたモデル

はかつての国鉄大家族主義が典型的であるが、様々な福利厚生施策にそうした考え方や思

想が具現化されている。こうした家父長的な経営家族主義が、日本的雇用システムの特質

とも言うべき長期安定雇用や年功賃金につながっていったと思われる。5 

この中で谷内は社会的要因の根底が「経営家族主義」としているが、別の著書（『日本的

雇用システムの特質と変容』p.36）では「集団主義」と言い換えており、さらに編成原理

に入れないとしている。ただし、その論調をみると「戦後」に限って言及しており、歴史

的見解を紹介する際にはこの「経営家族主義」をあげている（p.36）。「日本的雇用システ

ム」編成原理に「経営家族主義」を入れない理由にそれがうかがえるが、理由の一つ目が、

「イエ」という共同体が持つ特質と企業の特質が合いにくいことと、二つ目が、戦後の民
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主改革により「イエ」制度が廃止され、説明根拠がなくなったことである。また、ここで

いう「経営家族主義」とは、間氏の引用（同書, p.23）に基づき、企業という機能集団を

「家」集団と類似してとらえ、経営者と労働者との階級関係を、親と子という身分関係に

転換して説明しようとするものと説明している。6 

 前者の論文引用（谷内「日本的雇用システムの合理性と限界」）の中でいくつか指摘をし

ておきたい点がある。第一に「経済的要因」から指摘される「日本国内での安価な労働力

確保」という新卒採用の側面。第二に、この頃の学歴事情に関して。第三に、「社会的要因」

として述べられている「国鉄大家族主義」に関してである。 

 第一に、新卒学生が安価な労働力確保のために採用されていたという事実は、欧米諸国

での工業化において外国人労働者が積極的に受け入れられたことと対応する。つまり、日

本はそうした安価な労働力を国内で補完できたということである。 

 第二の指摘として、この頃の高等教育卒のエリートは多かったのかという疑問があるだ

ろう。工業化が始まった明治から昭和初期にかけては、高等学校卒業者は少なかった。明

治末期には初等義務教育への就学率が、昭和初期には卒業率がそれぞれ 90％を超えたが、

中等学校進学率は、1920 年（大正九年）は 14.8％、30 年では 19.1％である 7から、高等

学校卒はそれ以下であるので多くはない。しかし第 1 次世界大戦後の工業生産力が拡大す

るこの頃、高等教育卒業者の需要が増加し、国民一般の所得も増加したことなど、高等教

育進学への経済的基礎ができたことなどが要因となり、大正末期になると学校の増設とと

もに在学者数は飛躍的に増加している 8。また、ここで述べられている 1955 年（昭和 30

年）には確かに、高等学校進学率は 51.5％、大学進学率は 10.1％となっている 9。学歴重

視の採用は、国鉄の採用体系にもあるように明治時代からあるものである。 

 国鉄の採用形態には日本的雇用慣行が色濃く表れているように思える。学歴重視の例で

いえば、学歴によってキャリアの「入り口」の段階が違うことや、有学歴者に対しては特

別の「トラック」、つまり追うキャリアフローが違うということがあげられる。また、国鉄

では教習所やそこでの OFFJT、試験制度を設けるなど、企業内教育が行われていたこと

も伺える。国有鉄道の「大家族経営」について、国有鉄道労働組合ホームページ内「国鉄

労働組合 50 年史」の記載内容を以下に引用する。 

 

大家族主義は、職員の連帯意識を助長し、鉄道の組織的運営の重要原理とするため、

福利・厚生制度の充実を内容とする温情主義的なものであった。一九〇七年には、職
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員の災害救済を目的とする職員救済組合の制度が設けられた。この救済組合は日本で

は最初のものであり、以後、官庁、民間会社に普及した。救済組合は、当時、展開し

始めた労働運動対策の意味も持っていた。その労働運動が高まると、死亡や老衰の救

済に重点を置いた生命保険主義を改めて、一九一八（大正七）年四月、社会保険的性

格を強めた共済組合に組織を変更した。また同年七月、米騒動に対処して、九月に購

買部が、翌年八月には貸付部が設けられ、職員の福利・厚生制度は一層拡充された。

いずれも、労働運動の国鉄内への波及を防ぐ意味を持った。それが、大家族主義のも

う一つの重要な意義であった。 

 その温情主義的な大家族主義の別な側面として、従業員の身分制度が挙げられる。

鉄道院の職員は、勅任官、奏任官、判任官、雇員、傭人および使用人の六等級からな

り、前三者は本官と称し、正式の職員であるが、雇員以下は通常一時的な使用人であ

って、長く一身を官職に託する者ではないとの観念が強く、両者の待遇は全く異なっ

ていた。だが、鉄道国有化以降、それまで移動率の高かった機関手その他の鉄道労働

者は、鉄道院以外にはほとんど労働市場が存在しなくなり、勤続は長期化した。それ

が共済組合の設立や家族主義形成の背後にあった基本的条件の変化であったが、それ

は身分制度にも影響を与えた。(『国有鉄道 50 年史』「第一部 国鉄労働組合概史――

戦前から 1970 年代末まで 第一節 戦前の国鉄と国鉄労働運動」p.1) 

  

つまり、大家族主義とは、企業がその労務にしか関係ないことだけでなく、労働者の生

活に対しても手厚く補助をすることであり、その「家族」の身分・地位によって待遇が異

なるということである。身分についてもう少し説明を加えるならば、家族の柱として主人

＝父が一番偉いのであり、その次に家系を継ぐ長男が偉いことと対応して、身分が分けら

れていくということである。 

こうして、日本的経営と呼ばれるものは、学校システムと結びつきながら、人材選抜と

労務管理と一体化して、ある一定の合理性を保ち、日本の経済成長に合わせた雇用慣行が

成立していったのである。 

 

第 2 節「新卒一括採用制度」の変遷 

i．明治期から戦時期 

 日本型雇用慣行の出発は明治中期にはじまる。後発国として、政府主体の近代化を進め
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たその時代、国家官僚制が顕著に学歴主義的に編成され、特定の学歴と職業特権との強い

結合関係がみられた。それはやや遅れて発達してきた企業社会にも同様に観察されるよう

になる。その結果として、一定レベルの学歴を獲得することでその後の職業キャリアが形

成されてしまうという「学歴身分制」的なシステムが、戦前期には国家官僚制機構や大企

業を中心に存在していた。日本では学歴重視の採用が現代社会においても行われている学

歴主義的な側面があるが、このような歴史からそうした大卒就職＝雇用慣行という構造が

成り立ったといえる。 

 ただ、大卒生が「新卒」として「一括」採用されるようになり、それと伴に高等教育機

関が就職斡旋の機能を持ち始めたのは両大戦間期である。高等教育機関側の変化は、卒業

生が急増し、かつ不況による就職難が問題化していた大正末期にはじまり、多くの私立大

学において就職部・課の新設というかたちで顕在化していた。それまでもインフォーマル

な形での就職斡旋は存在していたが、現在に繋がる学校内での就職斡旋部門として制度化

されていくのがこの時期であった。10 

 その頃、同時並行で企業側に採用形態の変化が見られ、その変化が高等教育機関の変化

に影響を与えた。同書で用いられているケーススタディでは以下の例がある。 

 

三井物産のケーススタディである若林（1999）によれば、物産では大正期半ば

以降に人員採用時期が 4 月に集中するとともに, 中途採用者は減少し, さら

に同社の伝統的な職員養成システムであった「子供」からの内部昇進制度も廃

止される．すなわち大正末までに「人材の学卒者への切り替えが徹底的に展開」

するとともに，「学卒者の大量入社を円滑にするための装置，つまり入社試験シ

ステム」の構築がすすめられていく（p.36）．さらに菅山（1987）の日立製作

所に関するケーススタディが明らかにしているように，「新卒者の定期採用・企

業内昇進，定期昇給を基軸とするシステマティックな」職員層に対する管理雇

用政策は大企業において 1920 年代後半期に明確にあらわれるようになる．同

時にこの雇用政策は学歴による昇進・昇格ルートの違いを顕在化させたもので

もあり，この時期は企業社会における学歴主義的秩序が明確に制度化されてい

く時代でもあった．（伊藤, 2004, 64 頁） 

 

 上のケーススタディに登場する三井物産は、会社が新規学卒者を定期的に採用した最初
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の企業の一つである。会社が新規学卒者を定期的に採用することは、1895 年に日本郵船と

三井が始めた。新規学卒者の定期採用が一般化するのは 20 世紀になってからであった。

ここに出てくる「子供」とは伝統的商家の採用形態で、小学校卒程度の少年を住み込みで

採用するというものである。 

三井物産の例をもう少し詳しく追っていくこととする。三井物産では、日清戦争頃まで

は「子供」が採用の主力であり、高等教育卒者については、東京高商（現在の一橋大学）

からごく一部を採用するのみであった。しかし、日清戦争を契機に同社の国内事業が縮小

すると共に海外事業が急膨張、その転換に伴い、新規学卒者の大量採用を始めた。学卒者

の大量採用を行うため、同社は 1899 年から高商レベルの学科試験による選抜採用を本格

化した。さらに 1912 年に人事課を創設し、人事管理の官僚化を始めた。その後 1910 年代

には「子供」からの職員登用制度を廃止した。したがって、この年に新規学卒者の採用が

確立したことになる。 

ここから、両戦期での一括採用の流れを追っていく。 

第一次世界大戦（1914-18 年）には、日本は大戦景気に湧き、新規学卒者の定期採用制

度にも重大な影響を与え、この時期に新規学卒者の定期採用が定着した。さらに、それま

では卒業試験が終わってから入社試験が行われていたが、大戦時の売り手市場下において

卒業前に就職が決まるという慣行が始まった。 

第一次大戦後も、卒業前に就職が決まるという慣行は続いた。1920 年代後半では卒業は

3 月末であったのだが、大学生・高専生の採用選考は卒業前年の 11 月・12 月におこなわ

れていた。そのため、現在の就職活動で問題となっている就職活動に奔走し学業が疎かに

なるという事態が既に生じていた。その事態を受け、1928 年 3 月には有力銀行の頭取重

役の集まりである常盤会例会は、採用選考時期の変更について多くの会社に手紙を回付、

これを受けその翌月、銀行や会社の重役・東京帝大、東京商大、慶応、早稲田などの学校

関係者、文部省の学務局長という、企業・大学・官庁の 3 者が集まり採用選考の時期を学

校卒業後とする合意をした。これと並行し、官庁も卒業後の採用を決定した。それを受け、

18 名の企業トップが連盟で、学校卒業後の選考を決定し協定 11を結んだ。その後最後まで

協定締結会社として残った六社は、「六社協定」と呼ばれる協定により、呼びかけに応じた

会社が同じ日に一斉に選考を行うこととした。 

その後、この協定を遵守することは困難であったが、その協定の効力はあったようだ。

協定が成立した 1928 年頃、日本における経済は悪化し、定期採用市場は圧倒的な買い手
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市場であった。その影響により、協定適用初年度である 1929 年卒業生は、就職活動時期

が二ヶ月延長されたことで不安が増大し、学校当局もこれを問題視し、「協定の趣旨尊重」

を内々破って協定以外の会社では卒業前の就職運動を始めかけた傾向があった。それでも

さすがに初年度だけに、34 の大会社大商店が申し合わせの結果卒業後の採用を決定するほ

か、既に内定を出した数社も採用者の氏名を絶対に公開しなかった。卒業後採用の協定に

未加入の会社においても、3 月末に採用試験を行った。 

そしてちょうどこの協定が施行された時期に、今日の新卒採用で使用される「内定」と

いう言葉が用いられるようになったらしい。以前は「採用決定」といわれていたが、協定

の影響により「採用」が卒業後ということになったため、それ以前の事実上の採用決定が

「内定」と呼ばれるようになったようである。 

この「内定」という状態は、学生を不安にさせる要因となった。協定が存在するために

正式な「採用決定」にはならない。決定する会社は存在したが、数えるほどしかなかった。

「内定」を出す会社は「卒業後採用の申合せ」の方針により決定を留保し、単に内定を伝

えるだけである。そのため内定者は「採用決定」ではないということに不安を覚え、更に

履歴書を各会社に提出するようになった。その影響で、会社側も事務の手間が倍増するこ

とにもなった。それは提出書類に対する対応はもちろん、今日でも行われる「内定辞退」

によって一方の就職口が無駄になることで、会社側にも学生側にも迷惑な状況になった。 

そうした様々な問題が重なったため、この協定の寿命は長くはなかった。2 年目の 1930

年において、大会社でも卒業以前の採用決定が行われていた。驚くことに、協定呼びかけ

に名を連ねた三井物産、住友合資もその中に含まれていたのである。その後も年々にして

卒業以前の採用活動を行う企業は増え、特に 1933 年の「インフレ就職」という言葉が就

職関係者によって語られたほどの景気回復を節目に、「協定」破りによる採用申込は殺到し

た。 

この状況下で、協定会社による協定破りは後を絶たず、1932 年に協定が改正されたもの

の、1935 年 6 月、三菱の提案で協定は正式に破棄された。1932 年に改正された協定では、

4 月以降の選考を 1 月 15 日以降の選考という内容に変わった。当時は卒業試験はだいたい

どの大学でも 2 月か 3 月に行われていたため、この改正は卒業試験前の採用選考を行うの

を許したことになった。これは、学生の修学において弊害を起こしてしまうことに目をつ

ぶる結果となった。企業においては「歳末繁忙期に際し時期を得ざる」ために以前と同じ

11 月や 12 月にせず、1 月に設定したのだろう。それでも協定破りが続く中で、協定遵守
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は大会社にとって大きな負担であった。小会社でも早く試験を行うならば、学生はまずは

その会社を受ける。仮に内定をもらえば本来目標としていた大会社へ入ることができない

となれば、学生にとっても会社にとっても不幸である。六社協定に代わる理想協定は、大

小関わらず日本の全会社がその協定を締結することであるが、こんな協定は違反に対する

制裁規定を作ることができないため現実的ではない。そのような理由により、この協定は

わずか 7 年で消え去ったのである。その影響を受け、官庁でも優秀な学生を確保するため

に選考を卒業前年の 11 月初旬に早めざるを得なくなった。 

その後の戦時期では、理系と文系で採用手順が異なる格好となった。理系就職において

は、1938 年の学校卒業者使用制限令により、大学の工学部と理工学部・工業専門学校・工

業実業学校の学生就職が国家統制されることとなった。学卒者採用を希望する会社は、卒

業前年の 7 月末までに大学・工業専門学校・工業実業学校別に、かつ学科ごとに希望する

人数を所轄地方長官に申請することとなった。もちろんこれは卒業前の就職先を決めるた

めであった。この法令により会社側には大きな負担となったが、学生側への負担は少なか

った。それはもともと各教授に寄せられる求人から内選考を行う慣習であったためであり、

法令によって就職のあり方を大きく変えることにもならなかった。一方で文系学生は、こ

の法令の対象外であった。会社への就職方法も以前と同様、卒業前に採用試験が行われた。

しかし、就職後すぐに徴兵される場合が多かった。12 

明治期から戦中までの変化において、当然学生側の就職活動体系に変化が生じた。当時

の就職活動に関する十分な実証研究は存在しないが、断片的な資料からみる限り、就職部・

課の制度化にともない、学生たちの就職活動はより高等教育機関に依存していった。さら

に、新卒一括採用の普及やそれに伴う就職活動のハウツー本の多数出版での情報普及によ

り、現在でも問題視される活動の形態・時期の画一化が進行、就職活動の開始時期は早期

化し、卒業と同時の就職が標準化していく傾向がこの時期からみられるようになる。 

「新卒一括採用」に関して着目すべき特徴として、新卒者に対して待遇に差をつけない

「一律」採用がある。この採用形態は戦前期にはまだ定着していなかったが、卒業した高

等教育機関の機関類型（帝国大学―官立単科大学―私立大学―官立専門学校―私立専門学校）

によって初任給水準等の待遇や昇進スピードに差が存在していた。しかし、その後の両大

戦間期には各高等教育機関類型の平準化傾向があったため、戦間期には初任給格差が縮小

されつつあった。この傾向が大きく促進され制度化されるのは第二次世界大戦期において

である。13 
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 「新卒一括採用」の原型は、このように戦前・戦中期に形成されていった。戦後期にお

いては、それを広く普及させ、定着させていく環境がつくられていく。 

 

ii．戦後 

 戦後初の大学卒業生は 1945 年 9 月卒業生であったが、卒業時点で就職した者は少なか

った。戦時中の 1943 年から繰り上げ卒業というものが存在し、学生は本来卒業する時期

の 6 ヶ月前の 9 月に卒業していた。1945 年 9 月卒業生がどのように就職したかは不明で

あるが、北海道帝大工学部卒業生について、卒業 1 年後に「最近漸く片付いた形」と報告

されているため、その時期の学卒者就職は困難であったのだろう。 

その後の 1946 年は日本の生産力が下落していたために就職難が心配されたが、会社の

新卒採用意欲は高かった。その年の鉱工業生産指数が戦前の 31.5%にすぎない状況であっ

た。その状況下にも関わらず、東京帝大では就職率が景気動向を反映する経済学部でさえ、

卒業試験終了者 222 名、求人数は 200 を超えた。この原因を推測すると、戦後経済が低迷

している中で復興を遂げる際に必要な人材を、企業は獲得しようと必死だったのではない

だろうか。 

 卒業前の就職決定者について着目すると、数が少ないとはいえ敗戦 1 年後には卒業前の

定期採用が行われていたことがわかる。東京帝大経済学部について見ると、卒業総数 222

名中就職決定者は 20 名であった。東京帝大以外の大学については定かではないが、卒業

前の就職決定者が敗戦後すぐに存在していたことは興味深い。 

 その後も大卒者への採用申込みは殺到した。戦中の卒業繰り上げ制度は 1947 年まで続

いたが、1947 年 3 月には、東京帝大においては復員した学生が大学に戻り再入学する事

例があり、規定の単位数を取得し 3 月に卒業免状をもらう学部生が存在した。それゆえ卒

業時期が不規則になったが、このような学生についても卒業前の定期採用がおこなわれて

いた。9 月の規則的な卒業による学生の就職については、東京帝大経済学部で卒業生のう

ちに事務室に就職を申し込んだ学生は全員就職が決定していた。 

 戦後においても卒業前の定期採用が行われていたということは、この時期には「新卒一

括採用」という慣行が定着していたということだろう。ただ、ここでは東京帝大にしか主

に触れていないため、その他の大学での就職率は定かではない。したがって、一概にこの

採用慣行が一般的であったとは言えない。しかし、東京帝大において採用希望の学生が卒

業前に内定を取れるということは、他の大学でも半数以上は卒業前に内定を取れたものと
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推測できる。 

 戦後の大卒就職をみる上で重要なのが、次にあげる教育機関（主に大学）の変化である。 

戦後、日本において高等教育制度の改革が行われた。これにより高等教育機関類型は「大

学」に一本化され、目に見える形ではその差は消滅した。このことが、「大学」卒業者を対

象とする「一括・一律」採用システムを普及させる大きな要因でもある。14 

 さらに、大卒就職をめぐる法的環境の変化とそれに伴う大学側の就職斡旋機関の整備も、

新卒一括採用システム構築に貢献した。1947 年に職業安定法が成立したが、当初は学校等

の政府以外の機関がおこなう職業紹介事業はすべて労働大臣の許可制であった。このこと

は法律制定を推進した GHQ の方針であるが、その内容は戦前期から自律的な職業紹介事

業を行ってきた教育機関側にとって大変不都合なものであった。そのため、これに対して

東京大学事務局から強い反発があり、それに伴い労働省も法改正を進めた。こうして 1949

年に職業安定法の第 33 条 2 項として、各教育機関が「労働大臣に届け出て……無料の職

業紹介事業を行うことができる」とする規定が追加された。こうした法制度改革に伴い、

新制大学最初の卒業生が送り出された 1953 年前後から、私立大学を中心に就職斡旋の機

能整備が進んだ。同じころに戦後最初の就職協定が大学側のみの協定として成立した。 

 その後の高度経済成長期において、経済成長とともに大学数は著しい速度で増大した。

1955 年に 228 校であったのが 10 年後の 1965 年には 317 校、さらに 10 年後の 1975 年に

は 420 校と、10 年おきに 100 校のペースで大学が新設されていった。また卒業者数も比

例して増大しており、高度成長期以前の 1955 年には 9 万 5000 人から 10 年後にはその 2

倍近い 16 万 2000 人に、さらにその 10 年後には 55 年卒業者数の 3 倍をこえる 31 万 3000

人までに達していた。 

 こうした変化に伴い、就職・採用プロセスの変化が起こった。第一に就職・採用活動の

顕著な早期・長期化傾向、第二に学歴主義にかかわる変化、第三に学生が企業に出会う方

法の変化である。 

 第一の早期化・長期化傾向の原因として、企業の旺盛な採用意欲と「一括・一律採用の

定着」だと伊藤は言及している。彼は「求人難」がいわれるほど企業が旺盛な採用意欲を

持っていたことに加え、「一括・一律」制度により、雇用側は能力の高い学生を早期に獲得

することが重要であると考えていたこと、いわゆる「青田刈り」（この言葉も同時期の 1960

年代に登場した）が影響したと述べる。一律制度では学生の能力が賃金に反映されないた

め、能力の高い人材を獲得するほうがコスト削減になるのである。15 
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 ただ、この二つの原因には因果関係があり、根本的な原因は「一括・一律」の採用シス

テムだけに思える。すなわち、企業の旺盛な採用意欲が湧き起こったのは「一括・一律」

制度の定着が原因であり、個々で存在するようには思えない。したがって、企業はそうし

た採用システムの定着化から、優秀な学生を早期に獲得しようと「青田刈り」をはじめた

のである。この点について、少なくとも大企業に関しては、同業他社の動きをにらんで「横

並び」に同じ採用方法を一斉に実施していったといえるだろう。 

 第二の学歴主義にかかわる変化に関して伊藤は、「この時期に，大学ランクと企業ラン

クがそれぞれに清緻化され，両者が明確に『連結』させられることで，大卒就職・雇用問

題はわが国の学歴主義をもっとも顕著に表象し，広範な人々の関心を引く問題となった」16

と述べる。新卒大量採用により大学での専攻分野と就職先との専門分野の「連結」関係を

弱め、その結果「学部無視の有名大学主義」が生まれた。 

 大学ランクと企業ランクの連動は、「一括・一律」採用システムと旧高等学校類型、経

済成長における大量採用に起因するのではないかと考える。つまり、この時期では旧高等

学校類型別の学力にある程度の信頼があり、したがって有名大学出身の学生が優秀な学生

と定義される。これに大量採用と一括・一律システムが追い打ちをかけ、有名大学卒の学

生獲得競争が始まる。事実、大量採用であるからとりあえず学部学科は関係なく、特に専

門分化の程度が低い社会科学系を中心にそこを主体とする大学の構造が形成され、結果的

には大学と企業の序列構造の対応関係が形成されやすくなっていた 17。 

 第三の「学生が企業に出会う方法の変化」とは、大卒就職・採用の「推薦」制度から「自

由応募」への変化であり、その変化には就職協定が大きくかかわっているといえる。その

変化を伊藤は次のように説明している。 

 

1953 年の戦後最初の就職協定は，大学が学生の「推薦」を一定時期以降にしか

おこなわないとする内容をもつものであったが，その後の高度経済成長期の協定

で「推薦」に関する規定は姿を消していった．（中略）しかし（中略），求人配布

の際の大学選別や「指定校制」，さらに後の時期に登場する，大学 OB・OG によ

る「リクルーター制度」といった，別の形態での大学と企業との「連結」関係は

存続し続けた．すなわち「自由応募」による就職の増加は，フォーマルな形で大

学が就職の主導権を握った時代が終わったことを意味したといってよい。（伊藤, 

2004, 68 頁） 
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 ここで触れたいのが、第三の変化については必ずしも学歴重視の採用活動にならないと

同時に、伊藤のいう「大学が就職の主導権を握った時代が終わった」ことにはならないと

いうことである。苅谷によれば、1960 年代はまだ「推薦依頼大学」の制度であったが、そ

れはそこでの教授推薦という実践であったため、どの大学のどの教授に推薦を依頼するか

という企業側の決定が入職口を決める選抜でもあった 18。つまり、「推薦」制度とはいえ

その推薦依頼は企業側が行っていたということである。したがって、「推薦」制度があった

からといって大学の学歴が関係なかったということではないし、大学優位でもない。 

 ここまで新卒一括採用の成り立ちを見てきたが、疑問点もある。それは、大学卒が増え

たのは高度経済成長期以降のことであり、それ以前はいわゆる「エリート」と呼ばれ希少

な人材であったため、注目すべきことではないのではないかということだ。 

 たしかに、大学卒者の数が増大してきたとはいえ、1960 年代は全体でみれば大学・短大

等高等機関への進学率は低く、1966 年では 16.1％だった 19。やはり、高等教育はエリー

ト段階にあったということである。 

 しかし、その時期の採用活動を国際比較すると、日本での労働異動に占める新規学卒市

場のウェイトが大きく、「長期雇用」の慣行と結びついて、転職市場の役割が小さいことが

わかる 20。したがって、そのころから既に学卒時の就職先の決定が非常に重要になってい

たということである。 

さらに、この時期の新卒一括採用に注目すべき理由がいくつかある。それは、①「一度就

職すれば, それがそのまま『多くの人にとって一生の仕事となる』」こと、②その決定に大

きな力をもたらした「推薦依頼大学」制度、③「できれば大学へ, できれば一流大学へ子

供を入学させるため」の「熱狂」の沸騰である。 

 ①の問題点としては、「求職者にとっても, 求人側にとっても, 学卒時での選択と選抜が, 

人的資本形成のその後に大きな影響を及ぼす決定として見なされていたということであ

る」。 

 さらに、②の制度によって教育と職業との結びつきがあることで③のような現象が湧き

起こった。その結果、「大学入学という『入り口』の競争に参加しようとする人びとの裾野

が広がり, 『一流大学』をめざす受験競争が激化し, 入試選抜の結果が, 大学教育の『出口』

である就職のチャンスと結びつくという関係ができあがって」21いったのである。 

 やはりそのような点で、筆者自身が抱いた「大学卒というその一時点で将来が決まって
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しまうような感覚」は、程度の差とそれを感じる人の数は違うが、昔も今も強かったとい

えるだろう。上の指摘を総括し、苅谷は「激しい受験競争という入り口をめぐる選抜をベ

ースに, その結果とほぼ直結する形で, 大学から職業への移行の時点が――当時の人びと

の見方に従えば――その後の長い職業生活を決める『唯一』の選抜の機会となる. ライフチ

ャンスの配分という点から見て, この一時点の重要性は, 他の社会とは比べものにならな

いほどの大きさをもっていた, そのように当時の研究者は見ていたのである」22と述べる。 

 大卒者の増加数に戻るが、1970 年以降は確かに客観的数値を見ても上昇している。「大

卒（四年制のみ）就職者数で見ても, 1965 年には 135,321 人であったのが、70 年には

187,691 人に, 75 年には 232,558 人に,さらに 80 年には 285,056 人にまで増大する。 65

年を起点にとれば, この 15 年間で倍増しているのである」23。苅谷によれば、「学歴イン

フレ」や大卒者の「質」が問題となり始めたのもこの時期であり、このような供給側の変

化を見れば、学校歴による就職先の差異も発生すると述べる 24。ただし、この段階では、

それが後にこれまでの文脈での「学歴」とは異なった「学校名で判断される学歴」になる

のである。 

 

iii．1990 年代から現在 

 現在の大卒就職・新卒一括採用を分析するにあたり、平成期である 1990 年からの流れ

を追うこととする。 

 現代の動きについて本田（2011）は、1990 年から 2010 年の 20 年間で、日本の大卒就

職は大きな変動をしてきたという。そうした変動を 4 つの期間に分けて説明すると、①バ

ブル経済下における採用需要の著しい拡大が起きた 80 年代末から 1990 年頃、②就職氷河

期・超氷河期と呼ばれる採用冷え込み時期であった 1993 年頃から 2004 年頃、③「いざな

ぎ超え」25と呼ばれる好景気下での採用活動再活発化、④2008 年秋に発生した金融危機の

影響から発生した「内定切り」と、再びの新卒採用抑制、となる。そして、①を「バブル

期」、②を「ロストジェネレーション期（以下、ロスト期）」、③を「ポスト・ロストジェネ

レーション期（以下、ポスト期）」、④を「第 2 次ロストジェネレーション期（以下、第 2

ロスト期）」としている。 

 その過程を考察するが、今回は年歴を追うのではなく、それぞれのデータからここ 20

年間の変遷を追うこととする。 
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 まず、卒業後の進路別に新規大卒者（以下、新卒者）数を示したグラフを見ると（図 1

－1）、「バブル期」である 1990 年代初頭から新卒者の総数が大幅に増大し続けていること

がわかる。これは、前に述べた大学数と大学進学率の増加が影響していると考えられるが、

この時期に起きた大学側の変化として「大学設置の規制緩和」がある。これにより大学の

入学定員が拡大し、大卒者の実数も増加した 26。 

 93 年頃から 2004 年頃の「ロスト期」においては、新卒者の中で、就職も進学もしてい

ない者（グラフ「左記以外の者」）が大きく拡大し、「一時的な仕事に就いた者」もやや増

加している。両者を合わせると累計 128 万人にもなる。一方、その時期の「就職者」数は、

変動はあるものの約 30 万人の水準で推移している。このことから考えて、「バブル期」に

おいて増大した新卒者が、ほぼそのまま「左記以外の者」「一時的な仕事に就いた者」にな

ったと考えられる。 

 その後の「ポスト期」では、2003 年に「左記以外の者」「一時的な仕事に就いた者」の

合計数が最大の約 14 万 8000 人に達したが、その後には減少し、代わって「就職者」数が

2004 年から 2008 年まで増加している。しかし、2008 年時点においても「左記以外の者」

「一時的な仕事に就いた者」の絶対数は 7 万人以上にもなり、新卒者全体の約 13%を占め

ている。 
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 さらにその後「第 2 ポスト期」にあたる 2009 年には、就職者は微減し、「左記以外の者」

が微増している。これはたしかに 2003 年頃の状況と比較すれば、その後の就職状況は好

転している。2003 年時点で「左記以外」「一時的な仕事」の合計比率が 27％に達しており、

大卒者の 4 人に 1 人は不安定な状態のままで卒業していた。しかし、1990 年頃までの状

況と比較すると、新卒就職というルートから外れた大卒者は相当大きな規模で今もなお存

在している。27 

 
 次に、大学進学率と大卒者の就職率を男女別に示したグラフを参照することとする（図

1-2）。 

 ここではじめて本論文で「女性」の大卒就職について言及することとなるため、女性の

大卒就職について簡単に触れておく。はじめて女性の「旧大・新大卒」が推計されたのは

1973 年であり、それ以前は「小学・新中卒」「旧中・新高卒以上」の 2 区分しかなかった

ため、高等教育卒女性は統計上、無視できるものとされた 28。1985 年に男女雇用機会均

等法が制定され、企業はコース別雇用管理制度を設け、大卒・短大卒女子就職者はこの制

度によって振り分けられた。その頃は大卒男性就職者が 22 万 3000 人いたのに対して、女

性は 6 万 8000 人、短大卒女子は 13 万人であった。グラフからもわかるようにその人数は

年々増加し、2008 年には順に 20 万 5000 人（0.92 倍）、17 万 3000 人（2.5 倍）、5 万 9000

人（0.45 倍）になった。29 

- 18 - 
 



 このグラフで指摘されていることとして、①大学進学率の一貫した拡大傾向は特に女性

で顕著であること、②大卒者内での就職率は「バブル期」までは 80％前後の高水準で推移

していたがその後急低下し、2005 年頃から再上昇しているが「バブル期」の水準には達し

ていないこと、③就職率を男女別に見ると2000年頃までは女性が男性を下回っていたが、

その後は女性のほうが男性を上回っていること、などである。男女別の就職状況について

は、たとえば就職状況がもっとも悪化していた 2003 年においては、「一時的な仕事に就い

た者」の数は男女とも約 1 万 2600 人で拮抗しているが、「左記以外の者」の数は男性では

7 万 3000 人以上であるのに対し女性は 5 万人弱である。この傾向はその後も継続してい

る。すなわち、「ロスト期」の後半~「ポスト期」にかけて、不安定な状態で大学を卒業す

る者は、女性よりもむしろ男性に多くなっているのである。 

 

 続いて、新卒者に対する企業からの求人数と求人倍率の推移を示す（図 1－3）。「バブル

期」から「ロスト期」への求人数・求人倍率の急降下は著しく、1990 年代末にわずかな回

復を一時的に見たのち、2006 年頃からいずれも急激に回復している。特に 2008 年・2009

年 3 月卒の求人総数はバブル期のピークであった 1991 年を上回った。しかし、2010 年 3

月卒については求人数および求人倍率は再び大きく減少しており、ここに「第 2 ロスト期」

の兆しが現れている。 

 なお、2009 年 3 月卒業者については、この図においては求人数が好調と出ているが、

内定を出した後に金融危機が発生したことから、「内定取り消し」問題が顕在化した。2009

年 4 月 30 日の厚生労働省発表によれば、3 月に大学・短期大学・専修学校を卒業した者の

中で「内定取り消し」は 1,701 名、「就職時期繰り下げ」（自宅待機、入社日の延期）は 548
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名である。「第 2 ロスト期」は 2009 年 3 月卒業者の一部においてまず表れ、2010 年度 3

月卒業者において本格化したといえる。30 

 ここまで 2009 年までの動向を追ったが、ここからは 2009 年から 2013 年までの就職率

等を追うこととする。図 1-1 では人数で表を掲載しているため、比較しやすいよう昭和 25

年（1950 年）からのグラフを掲載した。さらに、2009 年から 2013 年の就職率等を拡大

したグラフも掲載する。 

 

（図 1-4 学校基本調査） 

図 1-4 を見ると、リーマンショック後の平成 21（2009）年から 22（2010）年には就職

率が落ち込み、「一時的な仕事に就いた者」と「進学も就職もしていない者」が上昇し、「進

学率」も若干上昇した。しかし、その後の就職率は徐々に上向きになり、2013 年にはリー

マンショック以前の就職率とさほど変わらない数値になっている。 

しかし問題なのは、「一時的な仕事に就いた者」「進学も就職もしていない者」の比率が、

落ち込んだといえどもある一定量を占めるということである。その比率が上昇した平成 5

（1993）年から 8（1996）年の比率と、2013 年の比率が変わらない結果となっている。 
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さらに、平成 24（2012）年から「正規の職員等でない者」（雇用の期間が１年以上で期間

の定めのある者で、かつ１週間の所定労働時間が４０～３０時間のもの）が数％存在する。

これが追加されたのは、同年 10 月に「労働者派遣法」改正が行われたことが理由と考え

られる。さらに、平成 24（2012）年から 25（2013）年でその数値が少し上昇している。

加えて、この「正規の職員等でない者」は、このグラフを見る限り就業者数として数えら

れているため、就職率が上がったからといって不安定な雇用状態で卒業する学生が減った

とは言い難い。したがって、今後は「正規の職員等でない者」を加えると、不安定な状態

で卒業する者が増えると予測される。 

 

第 3 節 就職協定 

新卒一括採用を紐解くなかで重要な要素が、「就職協定」である。これは 1953 年から

1996 年まで存在したが、この就職協定は前述の 1928 年に制定されたものとは異なり、卒

業後の採用銓衡をとりまとめたものではない。「就職協定」とは、卒業前に採用選考をおこ

なうことを前提に、選考開始日を決定する協定であった。 

 事の発端は、1952 年に文部労働両省が事務次官名で出した通達であった。当時の採用選

考は 10 月頃に行われていたが、その通達で「教育計画に支障を来たし、学生の向学心を
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阻害するため、採用選考は 1 月以降に実施するように」と、都道府県知事、国公私立大学

長、民間団体代表に指示した。しかし翌年春は、旧制大学の最後の卒業生と新制大学の最

初の卒業生が同時に就職活動を行うことになっていた。その時会社側は、新制大学卒業生

よりも旧制大学卒業生のほうが優秀だと考えており、彼らを早期に確保したいと採用活動

を早めていた。そうした事情もあり、この年、採用試験は例年通り 10 月に集中した。通

達は無視された、というより、そうした事実を無視して省庁が通達を出したと言ってよい。

そこで文部省は 1953 年 6 月、大学や日経連を集めて学生就職懇談会を開き、「採用試験は

10 月中旬から 1 ヶ月くらい」とすることを決めた。これが就職協定のはじまりである。 

 しかし、その後1997年の就職協定廃止まで就職協定は効力をそこまで発揮しなかった。

その頃の高度経済成長のなかで会社の採用意欲は強く、1961 年には大会社は 10 月より前

の 7 月に採用活動をほぼ完了するほどであった。「青田買い」という言葉が登場したのも

この頃で、その年の朝日新聞での記事が最初だと思われる。そして翌年の 1962 年に日経

連は「守られない協定を維持することは、業界の良心が許さない」とする「野放し宣言」

を出し、就職協定から離脱した。つまり、就職協定は大学側だけの問題となったのである。

その後 66 年には大学 3 年の 2，3 月には採用が決まるというまでになり、「青田買い」を

通り越し「早苗買い」「種もみ買い」と言われた。あまりのひどさに 71 年には日経連も就

職協定に復帰したが、その後も協定は効力を持たなかった。81 年には労働省が中央雇用対

策審議会協定遵守委員会から脱会した。その理由として、行政の監視は協定と現実のギャ

ップを拡大させるだけであり、協定破りの責任は企業と大学にあるということだった。そ

の後は文部省・大学団体・経済団体の就職協定となったが、やはり協定は守られなかった。

そして、1997 年 1 月にこの協定は廃止された。31 

 以前の協定が効力を持たなかったといえども、廃止されてからの数年で就職活動の開始

時期が半年から 1 年ほど早まってしまった。そこで 2003 年、日本経団連（以下、経団連）

は「2004 年度・新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章」を発表した。倫理憲章は、

「卒業学年に達しない学生に対して、面接など実質的な選考活動を行うことは厳に慎む」

との内容である。2008年には、経団連加盟約 1200社のうち 7割以上の 895社が署名した。

しかしこれも、署名した企業にさえ効力を持たない。署名した企業のうちそのほとんどが、

卒業学年に達しない大学 3 年生を企業説明会参加の対象としている。企業の理屈としては、

「面接など実質的な選考活動」は行っていないということである。署名した企業は、署名

していない企業が良い学生を確保するために採用時期をどんどん早めており、そうした企
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業に良い学生を取られては困る、と考えているようである。32企業が考えることは今も昔

もそう変わらず、国の対応も大して変わらないため、同じ事を繰り返しているだけである。 

 

第 4 節 新卒一括採用の意義と論理―時代を経ても制度が変わらない理由 

 繰り返しになるが、新卒一括採用とは新規学卒者（本論文ではとくに新規大学卒業者）

を卒業と同時に採用することであり、この採用制度を取ることができる会社は一般にある

程度以上の規模の会社である。 

 その採用制度の意義として、野村(2007)は以下の点をあげる。 

 第一に、在学中の学生を審査し内定を出すことは、企業が学校における専門教育を軽視

していることを示している。これは当然と言えば当然のことである。理由としては、大学

の教育制度が関係している。1990 年代半ばまでは大半の国公立大学が教養部制度をとって

いたため、専門課程としては 3 年生の成績だけが対象となる。大学新卒定期採用では卒業

試験前の 4 年生を対象として採用活動が行われるため、採用審査を行う段階で学生の専門

知識を審査できない。1990 年半ば以降、それまでの教養部制度は解体されたが、カリキュ

ラムとしてはほぼ同じようなものであるため、それ以降も企業の専門教育軽視という態度

は変わらなかった。 

 第二に、定期採用における採用グループがおおざっぱにくくられていることである。こ

れは第一の指摘と表裏一体となっている。すなわち、とくに事務職に就職する文系大学生

においては専門領域の違いはほぼ完全に無視される。会社に特定の職種に適合した人間を

採用する意図はないのである。 

第三に、企業は職種ごとに新卒者を雇用しないため、職種別賃金は成立しない。それゆ

えに、新卒一括採用・定期採用を行うことが可能になっている。 

 第四として、新卒一括採用では新卒者はほぼ同年齢であり、それが昇進競争を繰り広げ

るための同質集団を作るという点で、企業にとって都合が良いのである。一斉に同じ時期

に同じ年代の社員が入社することで、いわゆる「同期」と呼ばれる仲間ができる。入社時

点でのスタートラインがほぼ全員同じであることもあり、社内における昇進競争はこの同

期間で行われる。33 

 加えて野村は、新卒一括採用が会社の人事管理にとって以上の意義を持つための前提と

して、新卒採用された社員が長期的に同一企業にとどまる、という条件をあげる 34。なぜ

企業が長期雇用をするのかは前項で述べたが、これは明らかな理由があって長期雇用をす
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るというわけではなく、歴史がそうさせた部分が大きいだろう。すなわち、日本の工業化

が進んだ時代には人員確保が必要であったため、まず人員確保を行い確保した人員を教育

するため、長期間雇用がむしろ「必要だった」という理論が生まれたと考える。だが、今

日そうした明確な理論をつけて新卒一括採用を行う企業は少ないように思える。 

 さらに、少し文献を離れて企業・学生の両者に新卒一括採用は利点としてどう働くのか

を考えたい。企業・学生の順で考察する。 

 人材サービス会社である株式会社アイ・キューのホームページ「新卒採用.jp」に記載さ

れている、企業における新卒採用のメリットは以下のとおりである。 

 

1） 均質な若年労働力の確保 

日本の新卒者は、3 月に大学を卒業し、4 月から働きはじめるというパターンが

定着している。そのため、新卒採用を行うことで、年齢・学歴・社会経験などの

面でほぼ均質な人材を、同時期にまとめて迎え入れることができる。採用、受け

入れ手続き、教育などを一括して実施できるため、一人当たりのコストダウンも

図れる。 

2）コア人材、リーダー候補の確保 

将来、企業の中核を担い、経営の中心となるような優秀層の人材を中途採用で獲

得することは非常に難しい。ポテンシャルの高い新卒者を採用し、社内で育成す

る方が確実性は高いと考えられる。 

3）組織の活性化・強化 

若い新卒社員が入ってくることで、組織全体がリフレッシュする。既存社員は、

新入社員に教えることで経験を言語化し、自らも成長できる。また、「同期」とい

う横のつながりを持つ新卒は、縦割りの組織に横糸を通すことができる。部門間

の連携などで重要な役割を果たす可能性がある。 

4）企業文化の継承 

特定の企業カラーに染まっていない新卒は、自社の風土になじみやすく、伝えて

いきたい企業文化の担い手としては最適である。バブル崩壊後の数年間、新卒採

用を極端に抑制していた企業では、その後ベテランと若手をつなぐ中堅層の薄さ

に悩まされる例が見られた。そのため、新卒を毎年定期的に採用し、年代別の組

織構成を維持していく意味を見直す企業が増えている。 
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5）採用活動が企業広報にもなる 

中途採用に比べ、新卒採用の場合は母集団を大きく取るのが一般的である。メデ

ィアや会社説明会などを通じて、企業の生の姿を広く告知することになり、将来

の顧客や事業パートナー、（中途採用で入社する）従業員を生み出す PR 活動とも

なる。35 

 

企業にとってこのような様々な利点があるが、企業が新卒一括採用を行う一番の利点と

して、採用市場の規模の大きさが関係している。これは、歴史的な経緯や企業への聞き取

り調査結果に基づいた考察である。最終学歴である大学に在籍する者は、もちろん特定の

職業に就いているわけではない。それゆえ、市場が大きい。特に新規事業拡大を図る企業

にとっては、格好の人材獲得市場であろう。 

 そして、なぜこの慣行が今もなお続いているかの説明として、そうした制度が一度浸透

してしまうと、良い学生を採用するためにはその慣行に逆らえないということがある。こ

れはその制度が確立してから後の時期に限定されるが、前述した 1928 年協定を早々に形

骸化した有力銀行会社の事例からも、その事実は明らかである 36。ここでいう「良い学生」

の定義が曖昧であるが、企業にとっての良い学生とはおそらく入社後にその会社の事業に

貢献しうるだけのパフォーマンスが発揮できそうな学生のことであろう。ただ、その見極

める基準ははっきり明示されていない。 

 加えて野村（2008）は、卒業前の採用決定という慣行が継続している決定的な理由とし

て、学生の勉学意欲が最終年度に落ちることを会社は気にしていないことをあげる。これ

は昔からそうであり、安田保善社は学生の「人物像」を採用基準としていた。つまり、最

終学年の学業成績などは些細なことであった。続けて野村は、「そのことは、採用にさいし

ても学業成績やペーパーテストよりも面接が重視され, ペーパーテストでも SPI 適性検査

のようなものが重視されることに表れている」と述べる。37 

 彼の主張に対して、たしかに大学の成績を気にしない企業の態度はその通りであるが、

必ずしも企業が人となりを重視するとは言い切れない。今日企業の多くは、新卒採用の際

にSPIと呼ばれる適性検査やその他適性・能力検査を行っている。これは実体験の話だが、

SPI 適性検査といえども基本的な数字計算や漢字問題などの能力検査が行われる。これら

は直前に対策をして臨む人が多く、その人が潜在的に持っている能力ではない可能性が高

い。さらに、今日ではインターネットが発達し自宅で適性試験を受けることができるよう
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になったが、その影響で受験者本人ではなく、計算が得意な違う人物に能力検査のみ受け

てもらう人もいる。38したがって、短期的な能力であるか他人の能力であることがほとん

どであるから、いずれにせよ入社後いかに能力を発揮しうるかを測るための手段として、

SPI 検査は期待できないのではないかと私は考える。にもかかわらず、企業はその適性検

査の内容だけで学生を判断し、は次の選考に進めないことも多い。しかしその原因が、本

人の適性検査（人間性の審査）にあるのか、能力検査にあるのかはわからない。その結果

を本人に知らせるようにはなっていないからである 39。SPI 検査その他検査の問題につい

ては後に述べるが、このような能力検査をする限り、完全に人物採用であるとは言い切れ

ない。 

 企業が新卒一括採用をする利点は以上の事項が挙げられるが、学生にとっての利点につ

いても考えてみたい。 

利点といえば第一に、企業と同様、「良い企業」（ここでは有名企業と定義しよう）の採

用選考を受けることが出来る。大企業・有名企業はたいてい採用活動を早くに始め締め切

ってしまうため、その時期に合わせることでその企業の選考を受けることができる。ただ、

その時期というのは現在でいえば大体が 3 年次の 12 月から 4 年次 5 月の間である。した

がって、「新卒一括採用」の定義「卒業前の採用」という意味で考えると、それ以降の時期

で「良い企業」に出会う機会は少ない。それゆえ、完全に利点であると言い切ることがで

きない。 

第二に、就職活動の情報やサポートを得る機会が多いことである。就職活動時期が決ま

っていれば、たいてい自分の周りにいる学生も同じように就職活動をしている。加えて、

卒業前であれば大学付属の就職課・キャリアセンターなどを利用しやすい（あくまで「利

用しやすい」のであって、卒業後もサポートをする大学も存在する）。大学側から就職活動

に関する案内を受け取る機会も多いだろう。そのような条件下では、友人同士での情報交

換も容易であるし、情報を能動的に得ようとせずとも就職に関する案内が飛び込んでくる

可能性が高い。したがって、在学中に就職活動をすることで、自分の就職活動をサポート

するものが豊富な環境下で、就職活動を行いやすいという利点がある。 

 第三に、卒業後の進路が決まっている状態だと「自分の所属コミュニティー」がなくな

る時期がないため、不安が少なくなる利点がある。たとえば、昔の日本や諸外国のように

卒業後に就職活動を行うとなれば、学生でも社会人でもないいわゆるニートとして過ごす

ことになる。たとえ職についたとしても、フリーターとして収入が安定しないなかでの生
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活となる。そうした「自分の所属コミュニティー」がどこにあるのかわからず不安定な状

況では、学生のみならず一般人にとっても不安が多いことだろう。自ら自由な働き方を求

めて非正規雇用のような働き方をする者も存在するが、正社員として就職したいと思う学

生にとっては負担が多い。 

 両者に利点はあるといえども、この採用制度は企業学生両者にとって負担が大きいこと

は事実である。詳しい問題点の指摘は次節に譲るが、この採用制度によって両者にとって

非効率かつ不幸な採用が行われていることは問題である。 

 さらに、この採用制度はとくに学生への負担が大きいことを指摘したい。なぜなら、企

業は自分たちの都合で採用を行うことができるが、学生は自分の都合で選考を受けること

ができないからである。これはあたり前のことでもあるが、たとえば大企業において、学

生がその企業のエントリー時期を過ぎてしまってからその企業への志望度が上がったとし

ても、たとえ理由が明確であれ学生にその企業の選考を受ける権利はない。さらに、複数

企業から内定をもらう学生がいるなかで、長期間にわたって就職活動を行っているにもか

かわらず 1 社も内定をもらえず活動が長期化してしまうなどの弊害もある。学生にとって

の弊害や負担については、次章で詳しく検証したい。 
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第 2 章 新卒一括採用の特徴とその問題点 

この章では、前節での歴史的背景・社会的背景から生まれた日本の新卒一括採用制度は

現在どのような形で行われているのかと、そこで生じる問題点を述べる。さらに、日本で

も稀に見る新卒採用を行う株式会社ワークスアプリケーションズの方法から、現在の新卒

一括採用の問題点をさらに明らかにすると共に、問題解決の示唆として考察したい。 

 

第 1 節 採用制度の内容と特徴 

 まず、近年の「就活」はどのようにして行われるかということや、学生・企業・大学そ

れぞれの動きに関して述べる。 

 

i. 学生 

 まず、よく就活系ウェブサイトで公開されている就職活動のスケジュール 1を見ると、

1 ) 6 月から 11 月にかけてインターンシップ（以下、インターン）に参加 2する。2 ) そ

れと並行して 6 月から 1 月まで自己分析をし、3 ) 2 月まで企業研究・業界研究をする。

4 ) 企業へのエントリー3は 12 月から始まり、5 ) エントリーした企業の説明会へ行き始

める。4 ) と 5 ) は 4 年次の 4 月までが目安とある。そして、6 ) その後気になる会社に

ついては会社訪問や OB・OG 訪問を行う。そうして企業や業界に関する情報を得た後、

7 ) 2 月からエントリーシート提出、面接、グループディスカッションが行われ、8 )それ

と並行する形、もしくはエントリーシート提出前後に筆記試験（SPI・一般常識）を受

ける。最終面接合格者には 9 ) 内定（内々定）通知が渡り、5 月までが目安とある 4。た

だしこの流れは主に大企業への就職活動に標準を合わせたものであり、外資系・中小企

業・ベンチャー企業などはこのスケジュールと異なる場合が多い 5。 

 さらに、このスケジュールに伴い就職活動の「メニュー」、いわゆる就活対策方法が用

意されている。1 ) から 8 ) の項目についてそれぞれ対策本や攻略方法が存在し、それ

に基づいて就職活動をする者もいる。特に 7 ) に関しては、その練習や確認の機会を提

供する大学や民間サービスもある。 

その対策の中で、8 ) にあげる筆記試験の一種である「SPI・テストセンター対策」と

6 ) 「OB・OG 訪問」について説明を加える。 

「SPI 試験」は、年間 9810 社 6が利用する適性・能力検査である。筆記型とパソコン

入力型があるが、近年ではパソコン入力型で、とくにテストセンター試験を導入する企
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業が多い（6310 社）7。これは SPI 試験の一種であるが、SPI 専用の試験会場で受験す

るというもので、試験を実施する負担軽減と不正受験防止を実現している。テストセン

ターの場合、適性検査（本人の性格を判定するもの）は自宅のパソコンで受験し、その

後自分の希望日時と試験会場を指定し、能力検査（基本的な言語能力と数的能力を判定

するもの）を受けるというものだ。適性検査・能力検査ともに結果を複数企業に使い回

すことが可能であることが、受験学生の負担減を実現していると提供会社は謳っている。 

この試験により、次の選考に進むかどうかが決まる企業もあるため学生にとって対策

は欠かせない。 

 「OB・OG 訪問」は③の企業・業界研究の一環として行われることが多く、自分の興

味がある企業に就職した人を訪問し、学生が気になることを聞くものだ。これはその学

生が所属する大学卒業者である必要はない。その社会人を見つける手法も様々で、直接

サークル・ゼミの先輩を頼る、大学の就職課等にある OB・OG 名簿を元に訪問する、

出身校関係なくその企業が設定した OB・OG 訪問担当から受け付けるなどで、ナビサ

イトが OB・OG 訪問の手がかりを作ってくれる事例も最近はある。筆者は、友人から

OB・OG を紹介してもらうほか、バイト先のお得意先企業の女性社員を紹介してもらっ

たこともあった。OB・OG 訪問をしない学生もいるが、する学生は、「説明会や面接な

ど公式の場で聞きづらい質問ができる」「具体的な仕事内容をその人から聞くことで、そ

の企業に入ったときのイメージを形成しやすくし、面接に生かす」などの意図がある。 

 この OB・OG 訪問は直接選考に関係ないと言われつつも、結局は面接の一部である

場合がある。企業によるが、OB・OG 訪問を受けた社会人は OB・OG 訪問レポートと

いうものを提出する。そのレポートの内容によっては、エントリーシートの内容が優れ

ていても不合格にする場合や、逆にレポートの内容が良いとエントリーシートは必ず通

過させるなどの優遇措置をとる企業もある。 

 しかし、これを一概に問題とは指摘できない。企業と学生双方にとって利益になるか

らだ。企業にとっては、学生の素の部分を見ることができることができるという利点に

なる。一方学生にとっても、自然体のまま自分らしさを訴求できることや、企業への理

解をより深める良い機会になるという点で有益である。8 

 

ii. 企業 

 企業における新卒採用活動（以下、採用活動）は、人事部の中の新卒採用担当者が行
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う。担当者人数は、その企業規模や採用目標人数、その企業の採用活動にかける比重に

より異なる。 

 その採用担当の仕事内容であるが、一般的に a. 採用コンセプトの立案から始まり、

b. 採用準備、c. 戦略立案、 d. 情報提供、 e. 人的接触・説明会、 f. 面接選考、 g.内

定フォローという順番で進む。これは一言で言えば、「企画する（戦略立案など）のも営

業する（情報提供、人的接触や内定フォロー）のも仕事」なのである。9 以下で、具体

的な仕事内容に触れる。 

 a の過程における内容を簡略化すると、経営トップ層や社員へのヒアリング、採用マ

ーケット分析、「採用競合企業」の調査などを経てキーワードを抽出する。詳しい内容は、

石渡・大沢『就活のバカヤロー 企業・大学・学生が演じる茶番劇』137-139 頁を参照

してもらいたい。ただ、これはあくまで理想的な採用活動であって、中にはヒアリング

を全く行わない企業や、社長が戦略立案まで全て行う企業もある。 

 b、c では、a で抽出されたキーワードを元にその企業が欲しい「求める人物像」の策

定や、採用人数の確定、採用広報活動や選考方法の決定とその準備を行う 10。選考方法

の決定にあたって、適性・能力検査の方法決定やその準備、エントリーシートの内容策

定やその準備があることはいうまでもないだろう。 

 d は、c までで策定された戦略を実行していく最初の関門の、広報活動である。ナビ

サイト管理や自社ホームページでの新卒採用コーナーの更新などが考えられる。最近で

は自社 Facebook ページなどの SNS で広報を行う企業もあり、そこでしか得られない情

報を掲載する企業も多い。さらに、今日では企業が独自に用意する「マイページ」で個

人情報を企業が管理できるようになっており、これは学生にとっても企業の情報を得る

ために欠かせないものとなっている。 

 e は、学生と企業の直接出会う場所である。ここでも d と同様に広報活動が行われる。

その内容は d と大差ない企業もあるが、d より詳しい業務内容や企業説明、今後の選考

内容の案内が行われることが多い。さらに、この説明会に参加することが選考を受けら

れる条件になっている企業や、すでに説明会でグループディスカッションや筆記試験、

エントリーシートの選考を行うなどの選考を兼ねる企業もある 11。それにより次の面接

に進める学生を振り分けるのである。 

 f は、採用する学生を見極める面接である。これには様々な形態があり、グループ面

接、個人面接、グループディスカッション、プレゼンテーションなどである。採用選考
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面接の回数や、面接を担当するセクター（人事部単位で行うのか、その他の部も関わる

のか、社長や経営層も加わるのか）は違うが、一般的に面接が進むごとに面接担当者の

社内地位が高い社員になることが多い。 

 g の「内定フォロー」とは、企業が内定を出した学生に対して、取りたい学生を逃さ

ないために、懇親会や社員面談などで入社までの期間のつながりを保つものだ。第１章

でも述べたが、この新卒一括採用制度の特徴として企業への「採用」ではなく「内定」

が決まるということにより、学生は別の企業も同時に選考を受け、複数の内定をもらう

場合もある。そうした学生が別の企業に流れないよう、企業は学生に対していい印象を

与えようと接近する。 

 

iii. 大学 

 近年、大学では学生の就職実績を上げようと「キャリア教育」に熱心である。ここで

は主に、大学のキャリア教育の内容と特徴に関して述べたい。12 

 まず、なぜそこまで大学にとって学生の就職率や就職先企業が大切なのかといえば、

それが大学の評価につながり、大学の将来を左右するからである。大学にとって就職指

導やキャリア教育は、単に学生個人の就職活動を支援するためだけにあるのではない。

「大学全入時代」と呼ばれ、少子化が進み入学母体数が減少する今日では、入学者の重

要な指標となるその大学の就職実績はその大学の将来を左右するものでもある。 

 大学における就職活動支援について、簡単にその変化の背景と役割を述べる。第 1 章

第 2 節において大学の就職斡旋機能が誕生したことに触れたが、これは大学にとっての

主業務ではなかった。1990 年代まで、私立大学はまだしも、国立大学で就職を担当する

部署がある大学は極少数であった。それが 2000 年以降に急増し、私立大学では多くが

就職課からキャリアセンターに改称した。役割も、就職支援や職業紹介だけでなく、資

格取得の情報配信や低学年から職業観を意識させるキャリア教育や、将来のキャリア形

成支援全般を担うようになった。変化の原因は、大学進学率上昇と不景気による就職率

低下、保護者の就職に対する意識の変化、学生の多様化するキャリアニーズがあげられ

る。その変化に伴い、低学年から就職を意識させるキャリア講義なども展開するように

なった。さらに、これまでは大学教員のみだった大学も、キャリアカウンセラーを常駐

させ、学生からの相談に常に対応できる体制にした。資料や情報検索機器も充実させ、

スタッフについても、民間企業出身の OB・OG を招いて構成している場合もある。採
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用実績のある企業への挨拶回りも行う。 

 その就職課が行う、典型的な支援の例を見ることとする。よくある事例は、大学 3 年

次に学年全体向けキャリアガイダンスを行い、その後、自己分析講座、エントリーシー

ト対策、面接講座、グループディスカッション講座などの各講座が開かれるというもの

だ。さらに 12 月以降 13には、業界研究会、企業説明会などの企業を招いてのセミナー

が開催されるほか、学生の個別相談も並行して受け付ける。 

 就職支援を早期から行う大学の例としては、1 年生向けのキャリアガイダンスを行う

というものがある。内容は、キャリアについての基礎的な考え方に関するレクチャーが

中心である。 

 こうした動きは、大学の就職課やキャリアセンターの取り組みだけでなく、大学の授

業そのものにも反映されている。谷内（2005）の言葉を借りれば、「就職部門と教学部

門の連動」である。インターンに参加すれば単位がもらえるなどの措置を行う大学もあ

れば、授業として働き方を学ぶ授業もある。さらに、企業での採用選考時に重視される

「社会人基礎力」14を磨くための授業もあり、内容はプレゼンテーションの方法を学ぶ

ものやグループ活動などがある。 

 キャリア教育の研究は数多くの研究があるが、ここでは概要を伝えるにとどめておく

ことにし、就職活動における様々な問題点指摘に移る。 

 

第 2 節 学生・企業・大学それぞれが抱える就活への問題 

 ここから、学生・企業・大学三者それぞれにどういう問題が指摘されているか、ある

いは指摘できるのかについて考察する。 

まず始めに、大まかに指摘される問題をカテゴリー化して記述する。 

【就職活動時期】 

① 年齢に基づいた採用慣行である 

② （対象年齢・学年であっても）時期を逃すと就職機会が極端に減る 

③ 就職活動の早期化 15・長期化問題 16 

④ 早期化ではなく、規制による一極集中が問題 17 

【自己分析】 

・学生は企業から、その企業で「やりたいこと」や「人物像の説明」を求められるが、 

① 「やりたいこと」が具体的職務と結びつかない・イメージができない 18 
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② 「やりたいこと」を掲げても、必ずしもその職業に就くことができるとは言えない

矛盾 19 

③ 「やりたいこと」がなくても就職はできる 20 

④ その人が主張する軸には嘘があるかもしれない 21 

⑤ 真面目学生は、自己分析で鬱になる 22 

【インターネット台頭による変化】 

① 広報活動の激化 23 

② エントリー数の増大・採用市場オープン化により、学生も企業も負担増大 24 

③ 学生の「本気度」を確認するための動機づけが必要に 25 

【学生の行動】 

① 定型化・パッケージ化された就活に従う、受験勉強同様の就活 26 

② 「リスク回避型」の「大手企業志向」27 

【企業の採用活動】 

① 大量のエントリーシートから優秀者を抽出するための「学歴」 

② 「学歴」重視でも大学内での学習を評価しない企業 

③ エントリーシート 28・面接 29で学生を見極められるのか 

④ 筆記試験や適性・能力検査は人材選抜に有効か 30 

⑤ 不明確な採用基準 31 

⑥ 採用活動のアウトソーシング 32 

【企業と学生のミスマッチ】 

① 「職業体験」とはかけ離れた内容の「インターンシップ」33 

② 「非現実」をみせる会社説明会 34 

③ 早期離職の背景 35 

【大学教育】 

① 大学教育のあり方 

② 「小手先」のキャリア教育 36 

 

 これらの選考研究はいくつも存在するため、本稿では筆者が特に問題意識とする「就職

活動時期」と、「企業の採用活動で大学での学習が重んじられない」ことに関して特に検証

したい。さらに、前者に関しては問題点①、②に該当する「就職活動の一時性」、後者に関
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しては【企業の採用活動】②と【大学教育】①について述べる。なお、他にあげたそれぞ

れの問題点に関する資料は註にある通りである。 

 筆者は、アメリカの「年齢差別禁止法」に注目し、新卒一括採用はある種の年齢制限で

もあるのではないかと考え、これを問題とした。たしかに新規学卒者であれば良いのかも

しれないが、たとえば官庁にも年齢制限は残っているし、過去では特に放送局の採用で女

性は年齢制限が厳しかった。今日、日本でこの問題が取り上げられるのは主に高齢者雇用

に関してだが、若者にとってもこれは重要な問題である。 

 これは②の「既卒者就職が困難」という内容にも通ずる部分があるが、一旦正規就労が

困難になった者は、年長フリーターになる傾向が高いという。正規就労ができず非正規就

労をし、低賃金で生活困難な状況を脱するために転職を試みるも、失業した後非正規就労

へ戻っていく。転職の際、「求人の年齢制限のために応募できる会社が限られる」ことが一

番の懸念材料だという 37。実際にも、転職の際だいたい 35～40 歳までの上限がある 38。 

年齢制限を設けるのは、日本的雇用慣行がまだ定着し続けているからだと考える。転職

市場が発展途上であるのも、これが原因だ。つまり、新卒から年齢と共に予め設定してあ

る給与や職位があり、それに横入りされると企業は困惑する。 

②の指摘は、既卒者の非正規社員就職率をみると明らかである。1990 年代からの若年労

働市場の変化により、非正規社員雇用が増大した。さらに、2000 年代には専門学校卒業者

を含む高等教育卒業者が全体の 7 割を占めるまでになった 39。これは平成の不況が大きな

原因であり、大企業においても例外ではない。ただ、直近の景気回復期には不況期の反省

を生かし、新卒採用が復活しつつあった。前章でも徐々にではあるが、新規大卒就職率も

上向きになってきているが、まだまだ非正規社員として採用される大学新卒者は多い。40 

さらに、第二新卒者を採用している企業でも、正社員経験がない若者を採用する実績は

わずかである。日本企業の中で 6 割以上は「フリーター経験は採用に影響しない」という

意見を持つが、フリーター経験をプラスに評価する企業はほとんどないという調査報告も

ある。41 そして、2004 年の調査によると、第二新卒を正規労働者の採用に含めている企

業は全体の 56％しかなく、そのうち 43％の企業が年齢制限を定めていた 42。 

ただ、たしかに大卒者で正社員就職ができない者は多くなく、卒業時無業者も超早期離

職者（正社員就職をするも 3 ヶ月以内に離職した者）も「ニート」層は決して多くはない。

前章のグラフ（図 1-4）でも 2013 年 1 月時点で約 7 割の学生が正社員就職である。また、

小杉(2007)によると、卒業時無業者（ここでは、正社員就職をしていない者）の卒業時就
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職活動状況をみると、その約 3 分の 2 が求職活動や資格試験の準備をしていた。さらに、

超早期離職者に関しても、離職した 2 ヶ月後にはその 3 割が典型雇用での職を得る者がい

る。ただ、求職活動中の者やアルバイトをしながら就職準備をする者も多い。43 

しかし、このデータを疑う余地もあり、この現状が良いとは言い切れない部分がある。

まず、文部科学省実施の「学校基本調査」についても、調査対象は「学校教育法で規定さ

れている学校，市町村教育委員会」とあるため、大学（もしくは大学以外の高等教育機関）

が把握する数値のみである。これはおそらく、それぞれの調査内容にみあう大学内の部署

宛に調査依頼をしているのだろう。就職に関しては、キャリアセンターや就職課が主だと

推測する。したがって、大学の就職斡旋機関が把握しない者に対しては、取りこぼしがあ

るかもしれない。さらに、前述した卒業後の進路状況に関するデータの母体数も、無業者

においては 99 名である。「学校基本調査」でも、「一時的な仕事に就いた者」と「進学も

就職もしていない者」は約 10 万人おり、この調査が行われた 2006 年のデータを見ても同

じくらいの人数である。前述したデータはその一部を切り取ったものにすぎない。「希望し

て」無業者になる者もいることは確かだが、その傾向は 1990 年代半ばから否定されつつ

あり、労働力の需要側の要因と関連すると考えられてきた 44。 

つまり、四大卒学生が行う「就職活動時期」という約半年という短期間の結果・初期キ

ャリアが、その後の就職をも決定する重要な要因にもなってしまう。その結果、今日では

就職活動に失敗した者が新卒入社をすべく留年するという、奇妙な構図になっているので

ある。 

次に「企業の大学教育軽視」に関してである。 

日本の経済界ではビジネスで役立つ知識は大学教育で身に付かないという観点から、大

学教育を信用しておらず、学んできたことは就職と直接結びつかないという。 

では、なぜ日本の企業が新卒一括採用にこだわるかというと、各企業が社員を自分の企

業文化に染め上げたいことと、大学受験の結果がほとんど唯一の基礎能力を示す指標だか

らだという。特に後者に関して、大学受験で「役に立たない知識の暗記」と批判されるこ

ともしばしばだが、実は企業はそうした受験制度を欲しているという。45 

これは、企業側が採用する際の安心材料として「学歴」を重視するのではないかと考え

る。つまり、この人はこれくらいの大学に入学しているため、受験勉強同様に考えればそ

れなりに仕事に取り組む姿勢や意欲はあるのだ、という指標だ。 

では、大学教育の在り方はこのままでいいのだろうか。日本の教育は諸外国に比べてそ
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の学習と職業生活に関連性が低いことが指摘されており、高等教育の中でも特に大学教育

は職業生活から切り離されてしまっている。 

また、日本の学生の授業への意欲が低いことも問題であるが、これはある意味当然とも

いえる。これは、先ほども述べた企業の入学試験の成果重視の態度と、授業内容が職業生

活に生かせるものではないという指摘からである。46 

ここまでで就職活動に関する様々な問題指摘を行ったが、次節ではその解決示唆になり

得る採用方法を実際に行う企業を紹介したい。 
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第 3 節 問題解決への示唆―株式会社ワークスアプリケーションズ採用制度から 

 当然だが、すべての企業が同じ採用方法であるわけではない。また、上記の典型的な採

用方法でなければ、このような問題は解決できるというより、むしろ起こらないこともあ

る。したがって、現に典型的な採用方法以外の、その企業独自の方法で学生を採用する企

業も存在し、採用方法によってはこのような問題点を解決することが可能である。 

 独自の採用方法をとる企業は日本にいくつかあるが、その中でも筆者が注目したのは株

式会社ワークスアプリケーションズ（以下、ワークス）である。私的な理由で恐縮だが、

本稿で取り上げたのは、筆者が採用選考を受けた企業であり、採用インターンに参加した

折、他の企業とは一線を画した内容・方法であると感じたからである。 

 本節構成は、i.企業情報、ii.インターン採用に至った経緯、iii. 実施する新卒採用インタ

ーンの概要、iv.インターン採用で解決できる問題点、v. 聞き取り調査結果（ワークスのイ

ンターン採用に対する筆者の疑問と同社回答）、vi.考察（調査結果に基づく）、である。v. に

関しては幸いなことに、新卒担当社員から直接聞き取り調査を行うことができた。また、

ii. から iv. で取り上げる内容に関しても、ホームページ情報の補足として聞き取り調査で

の内容を示す。 

 

i . 企業情報 

株式会社ワークスアプリケーションズは、1996 年創業の ERP パッケージメーカーであ

る。ERP とは経営資源を統合管理するシステムである。創業当時は某外資系企業 2 社が日

本のシェアを占めていたが、国内に日本の大手企業の商習慣や業務に対応できる ERP パ

ッケージは存在しなかったこともあり、日本発の ERP パッケージの開発・販売を目指し

て創業した。創業からの年数を見るとベンチャー企業だが、現在の製品国内シェアは、HR

（ヒューマンリソース：人的資源）分野では 1 位、会計などでは 2 位である。47現在の従

業員数は、単体で 2,281 名、グループでは 2,855 名 48である。  

 

ii．インターン採用に至った経緯 

新卒向けインターンを実施したのは 2002 年からだが、その元となったのは 1999 年から

実施の既卒者採用方法である「プロフェッショナル養成特待生制度」であった。一般にベ

ンチャー企業の創業時は同志を募り、優秀だと判断した知人を集めることが多いが、縁故

採用はいずれ限界に達する。ワークスでも社員数が 50 人くらいの段階でその限界に直面

- 38 - 
 



したため、公募で社員を集めることにした。とはいえ、当時は無名ベンチャーであったた

め、一般公募をかけても多くの応募があるとは考えられなかった。しかし、大手企業で働

く人の中にも自分の将来のキャリアに不安を抱く優秀人材がいるはずだとの考えから、こ

の採用方法が始まった。 

内容は、入社後 6 カ月間の研修後には IT 業界の素養が身に付くだけでなく、トップク

ラスのコンサルタント・エンジニアに育てるプログラムというものだ。対象者は IT 業界

経験者だけでなく、未経験者も参加可能とした。この施策は功を奏し、約 350 人応募者か

ら特に優秀な 10 人を採用した。その後も当初は半年ごとに採用を繰り返していたが、人

材レベルは圧倒的に高かった。 

新卒向けに同様の施策を開始したのは、この施策の参加者からの意見が最初であった。

「プロフェッショナル養成特待生制度」の参加者から「こういうことを大学在学中に学ぶ

機会が欲しかった」という声が多数寄せられた。そこで学生向けインターンシップとして、

「問題解決能力発掘インターンシップ」を 2002 年に開始した。49 

ただ、学生向けにも施策を行う理由はこれだけではなく、企業の事業拡大を図る上でも

人材の新たな市場に参入する必要があった。同社は当初人事管理や給与計算のアプリケー

ション開発を行っており、創業から約 7 年経過したその頃、そのシリーズを増やしていく

時期であった。これは既存の人事領域ソフトウェアのバージョンアップと、会計シリーズ

という新しい製品に着手するというものである。こうした事業拡大に伴い圧倒的に人材不

足であったため、新卒にまで採用を広げた。一般に日本では既卒・中途市場は発展途上と

いうことに加えて、新卒よりも母体が少ないため、企業が新規事業を行う上で人材を集め

きれないのだ。 

採用方法を中途と新卒で大きく内容を変えなかったのは、ワークスが求める「問題解決

能力を備えた人材」であるかどうかが重要だからである。最初に企業側として入社する人

に求めるものは、組織に合わせられるかという順応性よりも、能力が重要という考えがあ

る。実際には中途で長期間実施するものを、新卒向けに期間に短縮し、その中で採用に重

要な要素を落とすことなく組み込んでいる。最初のインターンは約 19 日間だったが、2013

年春は 14 日間（2 月・3 月に計 3 回実施）、2014 年夏は 20 日間開催と、年度や時期によ

って期間に変動はあるものの、本質的な内容は変わらないように設計したという。 

 

iii. インターンの概要 
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 ここからインターン制度の特徴や内容を述べる。尚、インターンに関する本稿記載内容

は筆者が参加した選考およびインターンに限る。 

 まず前提として、同社インターンは採用直結型のインターンであり、「内定」ではなく「入

社パス」を出し卒業後 1 年以内の入社権限を与える仕組みである。多くの企業が実施する

「就活向け」インターンとは異なり、この数日間のインターンで入社権限を与えられるか

否かが決定する。さらに、入社権限が与えられたからといって卒業後すぐ入社する義務も

ない。もちろん卒業後すぐ入社する者もいるが、1 年間別の企業で働く者や、その学生個

人がやりたいことを行う者もいる。 

 加えて、このインターンは大学生全学年が対象であり、学年に関係なく入社パスを取得

できる仕組みである。仮に 1～3 年生夏までに入社パスを取得した場合、実質的には内定

を取得していることと同然である。しかし他企業の「内（々）定」と比べ拘束力がそれほ

どないことが、特徴としてあげられると考える。 

 さらに、このインターンに参加する前にも 2 回の選考があり、その選考を突破した者だ

けがインターンに参加できる。インターン前の選考内容は、1 回目は代表取締役社長のセ

ミナー後に実施のペーパーテスト、2 回目はペーパーテストとワークス社員へのプレゼン

テーションである。2 回のペーパーテストは、よくある「筆記試験」や「適性・能力検査」

などの言語・数的能力を測るものとは性質が異なり、論理的思考能力を問う問題のみであ

る。2 回目に実施のプレゼンテーションの内容は、2013 年春実施のものは以下の通りであ

る。集まった学生に対して問題が 2 つ出題されるが、学生はそのうち一つを選択し、問題

に対する解決策を所定の用紙に書く。問題内容は、どちらも事業戦略や製品開発に関わる

ことだが、本社業務とは全く関係がない内容である。さらに、学生は解決策を一回勝負で

仕上げる必要はなく、制限時間内にワークス社員へ何度でもプレゼンテーションを行うこ

とができ、その都度新しい用紙に自分の考えをまとめることができる。ここでのプレゼン

テーションは社員と学生一対一で行われる。そのためどちらかと言えば、自分が考えた内

容を提案し、それに対する社員からのフィードバックをもらいに行くと言った方が適切だ

ろう。加えて、学生に対する評価は、最終的な提案用紙の内容だけでなく、それまで記入

した用紙すべてが対象となる。これにより、その学生個人の思考の変化を見るのだという。 

 その選考を通った者がインターン選考に参加できるのだが、参加する日程は同社が提示

した 3 期間のうち 1 つを選択できる。したがって、ある程度の日程選択自由が学生に与え

られる。インターン前の選考に通過したものの、ある程度の期間を要することもあり、他
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の企業選考に支障を来すなどの理由で辞退する者もいる。 

 ここでインターン開催の基本的な概要を説明する。インターンは所定日平日の 10 時か

ら 18 時頃まで、全ての日程に参加することが基本である。どうしても他企業の選考と重

なる場合は、事前連絡をした上で欠席・遅刻・早退が可能であるが、1 日に行う量が多く

質も高いため、その加減は学生の判断に任せられる。場所は年度や時期により異なるが、

広めの会場（所用人数 150 人前後）を 1 室使って行う。学生は基本的にスーツもしくはそ

れに準ずる服装で臨む。さらに参加学生にはノートパソコン 1 台が自分の席に用意されて

おり、そのパソコンを使いインターンの課題をこなしていく。パソコンやデータを家に持

ち帰ることはできず、電子データを持ち込むことも不可である。昼の休憩時間以外は、学

生は外出できないようになっている。 

学生に与える課題は大きく 3 つある。1 つ目は、１人でひたすら考え抜いてアウトプッ

トを出す、個人での問題解決である。2 つ目は、5～6 人のグループになり、グループの代

表者がグループで作成したアウトプットを提出するという、グループ課題だ。さらに、個

人課題・グループ課題共に課題は複数あり、それぞれの課題に提出期限が設けられている。

主にインターン期間中の前半で個人課題、後半でグループ課題をするようになっているが、

個人課題の中でも 2 日で 1 つ課せられる個人ワーク 50・日報の 2 つは個人課題期間終了後

も提出する。また、インターン期間中に二回ほど、論理的思考能力を試すペーパーテスト

が行われ、点数は名前とともに会場に張り出される。後半のグループ課題ではグループを

約 4 回組み替え、それぞれ指定されたメンバーでそれぞれの課題をこなす。両課題を通し

て、学生はワークスから高いレベルの問題解決思考力を求められる。 

具体的に、個人課題では以下の作業をする。最初は、テーマについて理想の状態を考え

その課題シートを記入するという課題と並行して、Delphi（デルファイ）という、ソフト

ウェアパッケージを作る際に用いるプログラミング言語を修得する。言語習得方法は、配

布されたテキストを頼りにほぼ「独学」51するというスタイルだ。そのプログラミング言

語を用いた課題も提出する。この時点で提示される課題はもちろん評価対象だが、次の段

階のいわば練習である。次に、最初に提示されたテーマとはまた別のテーマが課題として

出され、そのテーマに対して自分が考えた案に基づき、実際にそれをデモ版として製品化

し、課題シートとそのデモ製品を提出する。提出先は、クラウドで管理された自分のフォ

ルダ内である。 

その一連の課題が終わるとグループ課題に入るが、最初は「キャリアミッション」につ
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いて個人で自分の理想キャリアを描いた後、それをグループで持ち寄りグループとして用

いるキャリアを一つ選び、そのキャリアに論理性や具体性などを交えて完成させる。その

次 2 回ほどチーム替えが行われ、それぞれ組まれたチームで再び与えられたテーマの製品

作りと、それに伴うディスカッションを行う。製品は一つないし複数作成する。 

個人でもグループでも、学生はまず、そのテーマに関して理想の状態はどういう状態か

を考えることが要求される。理想を描いた次は、現状とのギャップを考える。最終的には、

そのギャップをどのような方法で解決していくのか、実現のプロセスを具体的に考える。

インターンシップの中で学生に与えられる問題に決まった答えはない。学生は自ら解決す

るべき問題を見つけ、解決するためのプロセスを描き、解を導き出すのである。52 

さらに、インターン中は課題のみならず同社の考え方や理念の紹介・現役社員からの職

種紹介も行われる。ワークスにおける理念・考え方を「Works way（ワークスウェイ）」

と称し、その日のインターン開始時と終了時に 1 つずつ紹介する。現役社員からの職業紹

介では、営業・コンサルタント・技術職それぞれ担当がプレゼンテーション等をし、学生

に理解を促す。 

ここまでインターン内容を追ってきたが、学生に課された膨大な量と内容の提出物は、

一人一人の結果はもちろん、そのプロセスも評価する。前提として、学生の提出物を評価

する社員は 10 人ほど配置されており、グループ課題では 1 社員が 3 グループ程度を担当

する。評価方法を具体的に説明すると、完成された案だけを提出するのではなく、途中段

階の提案シートも提出する。これはインターン前の選考と同様である。結果ではなく、あ

くまでそこにたどり着くまでのプロセスを評価する風土を同社は大切にしており、それを

インターンシップでも実現している。成果だけを求める結果主義の評価では、目の前の短

期的な成果をあげることに終始し、大きな仕事への挑戦が阻害されかねない、との理由か

ら、入社後もそうしたプロセス主義の評価を行っている。 

同社インターンの広報文にも、その考えは顕著に表れている。 

 

履歴書、エントリーシート、面接を複数回、そして内定。 

たった数百文字の決められた枠の上で、たった１時間の面接の中で、果たしてみ

なさんの本当の能力を見極められるのでしょうか。 

一瞬のパフォーマンスだけではなく、あなたのビジネスポテンシャルを、じっ

くりと判断したい。 
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そのために当社は、お互いに理解が深まり、納得し合える採用スタイルを目指

しました。 

採用直結型のインターンシップ。 

皆さんには、内定という回答期限をせまる意思決定ではない、「入社パス」という

権利をお渡しします。53 

 

そのような考えに基づく、インターンにおける複数の課題の成績を複合した評価によ

り、入社パス取得者が決定する。参加学生への評価は A、B、C の 3 段階あり、A、B は

入社パス取得者、C はパスを取得できない学生である。入社パス取得者の中でも評価が

2 段階あるのは、より高評価（成績 A）の学生に対しては報酬金が支払われるからであ

る。 

さらに特記すべきは、高評価学生だけでなく、また入社パス付与如何に関わらず、参

加者全員に給与が支払われることだ。給与金額は、時給換算すると給与の高いバイトと

同じか少し上くらいである。これは、学生を社員と対等に扱うためのものだと企業側は

説明している。 

同社インターン採用に関する内容・概要は以上である。次の項で、現在の就活で起こ

る問題をこのインターンでどう解消しているかを、企業側の主張 54と筆者の見解を交え

て考察する。 

 

iv. ワークスのインターン採用で解決できる就活の問題点 

 同社が一番強調するのは、学生と企業双方のミスマッチ解消である。学生にとって、1

回の説明会と数回の面接では企業の文化を把握しづらい。その結果、前節で指摘したよう

に、入社してから企業との相性が合わず「3 年で 3 割が辞める」現象が起きるのである。

ワークスはこのインターンを通して業務体験をさせ、企業文化を存分に味わってもらうた

め、ミスマッチが起こりにくいと主張している。さらに、この手法では「ワークス」にと

っても学生に対するミスマッチが起こりにくい。ワークスにとって求める人材とは、0 か

ら 1 を生み出すことのできる、常識にとらわれない人材である。その理想にかなった人材

を発掘するには、インターンの前段階で最低限必要な「論理的思考能力」を試し、インタ

ーンでその能力と発想転換力をみることが必要なのである。この方法は一見手間やコスト

がかかるように思えるが、入社した人材が企業において使えない、合わない人材であると
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いう結果と比べれば理にかなった方法なのだ。ただ、ここで「ワークス」と強調したのは、

この企業では求める人物像とその能力が明確であるからで、こうした採用方法をとるには

その前提条件がなければ当然行うことはできない。この点において、採用基準が時にあい

まいになってしまう他社はその考え方に倣う必要があるのかもしれない。 

 加えて、ワークスはインターンという手法と多段階評価によって、学生の本当の能力を

見極めることに成功しているという。従来の新卒採用形態のような、学生個人の一部分を

切り取って見る採用方法（エントリーシートや面接など）では、有能な人材を逃してしま

う。これは現に起きている問題である。ただここでも、「有能な人材」の定義が明確である

企業だからこそ実現可能なことかもしれない。 

 この多段階評価は、ワークスが成果主義をとらない「プロセス主義」などの考え方にも

通ずる。採用ホームページには、「成果だけを求める結果主義の評価では、目の前の短期的

な成果をあげることに終始し、大きな仕事への挑戦が阻害されかねない。プロセス評価の

中で、常に本質的なチャレンジが可能となる」55とある。新卒採用インターンでは、こう

した文化を暗に伝えながら、就活で発生する問題解決も同時に実現していると言えるので

はないか。 

 ここから、筆者が考えるワークスインターン採用の利点について述べる。 

 第一に、入社パスを与えた学生を拘束しないことである。これは主に学生にとっての利

点であるように思えるが、同社にも利点はある。 

まず学生にとっては、内定後に企業からの拘束を受けないことで、大学卒業前後で自由

な進路選択が可能になるという利点がある。 

学生は、内定後の拘束力により、じっくり自分のキャリアを考える余裕もなく進路を決

定してしまうこともある。学生を拘束する力とは、学生在学中に行われる意思表示期限や

企業が催す懇親会など様々なものが考えられる。これにより、自分のキャリアとは無関係

な要因、主に企業側の都合で進路決定をする、もしくは迫られる可能性がある。こうした

拘束力を持たないことで、学生にとって納得のいく進路選択を行うことができる。 

また、このパスが卒業後 1 年間有効であることで、様々な人生の選択を可能にしている

といえるかもしれない。この 1 年ももちろん学生の行動に対する拘束力は特に持たないた

め、他企業に就職しても良いし、もちろん他のことをしても良い。在学中に休学という選

択肢も取れず惜しくもできなかったこと、たとえば留学や他企業・NPO インターンなど

様々なことが考えられるが、そうしたことに挑戦するには良い機会となるだろう。他企業
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に就職しその人の肌に合わなかった場合でも、第二新卒市場が狭い日本でも職歴に傷を付

けず転職できる可能性が高い。 

ワークス側の利点は、こうした制度をとることにより、納得して同社へ入社する学生を

獲得し、社内での活躍を期待できることが考えられる。同社へ入社しない学生に対しても、

その動機がはっきりしているならば、同社へ引き留めてもその学生が長期的に社内で活躍

できるとは思えない。こうすることにより、人事効率、さらに業務効率をも高めていると

も言えるのではないか。当然のことながら、学生が納得して企業に入社した方が仕事に対

するモチベーションは上がる。 

さらに、この制度は、「ワークスというフィールドを活かして、更なる自己成長を遂げて

ほしい」という企業目的があってこそのものである。筆者が行った聞き取り調査の中で新

卒担当社員採用は、「この考えは採用だけの目的ではなく、同社創業の目的である『日本の

競争力をあげる』ことへの手段の一つである」と語る。そのためには、もちろん一個人が

同社で働くという選択をすればその目的にかなうわけだが、同社内でなくても同社インタ

ーンを経て違う選択をする者、同社から転職した者が、競争力の上がるクリエイティブな

仕事で日本に貢献する人材であれば良い。つまり、このインターン然り事業然り、そのよ

うな人材を輩出することが同社最大の目的なのだ。これは同社の「存在価値」と捉えるこ

ともできるため、CSR と似た概念であると筆者は考える。 

 第二の利点は、学生にとってこのインターンという場は、自己成長や将来の自己キャリ

アを考える非常に良い機会になることだ。筆者自身も、同社インターンで将来の理想像に

合わせた企業選択をする重要性を再確認することができ、自信の就職活動を見直すことが

できた。前述した「キャリアミッション」というプログラムがあるほどなので、同社側に

もそうした意図があるように思う。 

 第三に、これは学生・同社双方にとっての利点だが、本当に優秀な学生に出会うことが

でき、学生同士ではそのような学生と同じ場で議論できることである。「大学全入時代」と

呼ばれ、さらには大学ランクと頭脳レベルが相応しない現代では、本当に優秀な学生と出

会うことが企業・学生共に難しいと感じる。同社が掲げる「優秀」の定義とは、論理的思

考能力と発想転換力がある自ら物事を考えることの出来る学生である。そのような学生は

同社が求める人材でもあるが、学生にとっても会う価値があると思える者なのだ。そのよ

うな学生同士が出会うことで、学生は刺激を受ける。それは、自分にはなかった新たな発

想方法や、能力に触れるという体験である。その体験、出会いが後のキャリアに影響を及
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ぼすこともあり得るだろう。 

 第四に、就活生や、特に遠方から首都圏で就活をする学生に生じる金銭的問題も解決で

き、同社にもメリットのある構造となっている。就職活動には金がかかる。特に、遠方か

ら首都圏に来て就職活動を行う者にとって、金銭問題は深刻である。地方からの交通費に

加え、宿泊費、食費がかさむ。同社インターンでは報酬があることは前述したとおりだが、

それに加えて遠方から参加の学生には交通費を支給、さらには無料で宿泊所を提供しても

らえる。実際に参加した地方学生は、食費と不慣れな経路以外には苦労しなかったようだ。

学生にとって大変ありがたい話だが、同社にもメリットはあり、金銭的問題で同社インタ

ーンに参加してもらえず、地方からの優秀な学生を取りこぼすことのないようにしている

のだろう。 

 最後に、参加条件が大学在学生であるため、企業エントリーピーク時を逃しても選考に

参加できることが利点として考えられる。学生にとって、就職活動は一発勝負だ。その勝

負時は、12 月頃から 5 月までだ。その短期間に企業と出会う機会を逃すと、その採用選考

を受けたいと思っても参加できない場合が多い。特に大手企業に関してはそれが顕著であ

る。それは、早く優秀な人材を確保しておきたいという企業の考えが表れた結果であるが、

果たして優秀な人材が早めに就職活動を終えると言い切れるのだろうか。前々節でも述べ

たが、たしかに学校歴が高いほど就職活動は早期化するというデータが存在する。しかし、

大学ランクを頼れなくなりつつある今日において、学校歴の高さと個人の優秀さは比例し

ない。たしかに、その主張も必ずそうだと言い切れない部分があることは前述の通りであ

る。いずれにせよ、たとえ同じ優秀な学生でも、時期によって選考機会が損なわれるのは、

企業にとっても学生にとっても不幸なのではないだろうか。同社にとって、同社が定義す

る優秀な人材を確保したいだけなので、その学生の背景は採用とほとんど関係がない。こ

れはある意味同社の都合なのだが、それが結果的に学生にも利点になると感じる。 

この他にも同社にとって良い宣伝効果になることなどが期待できるが、以上が筆者の考

える主な利点である。 

 非常に合理的な採用方法であると感じるが、企業や学生にとっての難点も考えられる。

そこで以下の項では、同社インターン採用で筆者が疑問に感じた点の聞き取り結果を記載

する。 

 

v. 聞き取り調査結果 
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 質問内容は以下の通りである。なお、この調査は 2013 年 12 月 6 日に実施した。 

【採用計画について】 

① 1 回の採用でどれくらいの費用をかけているのか 

② なぜ、他社に比べて遥かに多額 56な費用をかけて採用活動を行うのか 

③ 入社パスを出してどれくらいの人が入社してくれるのか 

④ 採用予定人数は設定しているのか。また、その人数を達成できなかった、もしくは

超過し 57採用計画が崩れてしまうことはないのか 

⑤ 入社までの期間に能力開発のプログラムはあるのか 

【ミスマッチ防止について】 

⑥ この採用方法でミスマッチが本当に防ぐことができるのか。14 日間といえどもやは

り短期間であり、業務に対するミスマッチを防ぐには難しいのではないか 

⑦ 入社パス取得から入社までの時間経過によるミスマッチはないのか 

【就職活動の早期化について】 

⑧ 近年、就職活動の早期化が問題視されている。同社は大学 1 年生のときから就職活

動が実質できることになり早期化という問題が指摘され得るが、過去にそうした批

判を受けたことはあるか 

⑨ 就職活動の時期に対してどう考えているか 

【採用条件について】 

⑩ 一般的な就職活動時期より前に入社パスを取得した学生で、卒業することなく入社

したいと申し出た人は過去にいるのか。 

⑪ 実際にいる場合の対処方法、もしくは仮にそういう学生が現れたときに考えられる

対処方法 

⑫ 入社時は一律で給与を設定しているのか。年俸制（ねんぽう）と書かれていたが初

任給は一緒なのか？ 

⑬ 通年採用しているといえども、やはり新卒者重視なのか。既卒者で就業経験なしの

者は別扱いなのか。 

以下で、設問に対する同社新卒担当者の回答を順に記述する。 

 

【①～⑤ 採用計画】 

まず始めに、同社採用計画についてである。採用方法をみると、同社インターンは莫大
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な費用がかかると予想される。さらに、同社は採用予定人数を設定しても、その人数前後

でも採用することが難しい。なぜならば、採用は学生本人の成績によってしか判断しない

という絶対的な基準が存在し、他社の方法に比べ入社判断を学生の意志へ委ねる度合いが

高いからだ。したがって、超過・不足した人数を調整するのは容易ではない。基本的な新

卒採用方法は予定人数に対して学生をどれだけ絞り、内定辞退者の人数も見越した上で予

定人数に近づける。以上を鑑みると、ワークスの採用方法は理にかなう部分が多いとはい

え、採用計画においては効率が悪いように見える。筆者はそれに注目し、前述①から⑤の

質問を設けた。 

最初に、採用にかかる金銭的費用に関する質問（①、②）である。まず回答を先述する

と、毎回の採用で億単位の出資があり、それが可能なのは当社の収益性が高いことに関係

するという。 

第一に、採用に投資できるのは、同社のようなソフトウェア開発を事業とする企業は、

事業に対する投資額が少なくて済むことが前提としてある。たとえば、同じメーカーでも

製造業であればその工場や材料調達費、基礎研究への投資額が大きい。それに比べ同社の

製品はソフトウェアであるため、パソコンがあれば製品を作ることは可能である。したが

って、製品が完成するまでの行程では費用がかからない。そうすると、投資すべき対象が

人に向けられる。その新卒担当者は加えて、それぞれの企業の業態によって企業の資源で

ある「モノ・カネ・ヒト」のどこに投資できるかが違うと答えた。言い換えると、採用に

かけられるコストはその他の資源投下率・額によりけりということだ。 

第二に、それが実現できるだけの収益効率の高い財務形態であることが関係する。同社

は、製品の売れ行きと顧客が増加すればするほど、収益が伸びるビジネスモデルであると

いう。その収益を製品質向上のために投資するわけだが、そのためには採用を強化する必

要がある。当然のことだが、製品を考え開発するのはその社員だからだ。そのため、企業

における人の流れの入り口にあたる採用活動のほか、社員報酬などに投資されるのだ。 

次に、採用人数に関わる質問である（③～⑤）。 

もちろん同社でも採用人数計画は立てるが、実際の入社人数は経年によって違うことに

加え、過去に計画目標を超えたことはないという。入社人数の変動要因は様々だが、景気

変動によることが多いという。これは、同社が景気悪化により実際に入社する人数を制限

するということではなく 58、その逆で、入社パスを取得した学生の入社率が高いというこ

とを意味する。そもそも同社の採用計画自体も、他企業ほど緻密な人数計画と厳密な達成

- 48 - 
 



義務がない。そのため、大まかな採用計画人数の立案方法としては、現況の社員数と予想

される退職率・離職率から鑑みて、対前年に対して十分な戦力確保と各部署で必要な人材

数確保が可能な前年増になる設定をするという。 

ただ、前年度の入社人数増減によって採用基準を変えることはなく、その基準に対して

決して妥協しないという。これは、筆者が加えて「実際の入社人数が少なすぎる場合の次

年度対処方法」に関する質問をしたときの回答だが、当然前年対目標数は増やすが、能力

基準は絶対に下げないのが同社のやり方である。何度も言うように、同社は問題解決能力

に長けた人材を求めるからだ。その所与の条件下で増加目標に近づけるために、広報活動

への戦略を工夫し、インターン参加母体を増やしていく。これは採用担当者も難しい点だ

と指摘した。 

これは事業全般にいえることだが、ここまで見てきても採用に関して予測不能なことが

多く、筆者自身も難しいと感じた。広報活動においても、同社は B to B のビジネスをする

ことや名が知れた企業ともまだいえず、学生にヒットすることがそもそも難しいという。

したがって、同社が必要とする能力を備え且つ伸びしろのある人材を取りこぼしている可

能性もある。さらに、インターン参加者による評判も重要だという。仮にインターンに参

加した学生の中にパスを取り得るだけの能力を備える者が多く、高確率で入社パスを取れ

たとしても、人数効率は良いが好ましくない。就活の体験は往々にして、その経験者から

未経験者に語られるものだ。つまり、過去インターン参加者からの評判や、そこで感じた

モチベーションも重要になる。そうなると、難易度が低いという理由で評判が下がる、も

しくは本来必要としない学生層の応募が増えることも考えられる。理想は、各タームで入

社パスが取れる学生を均等に配分することだ。しかし、日程決定は学生に委ねられること

や、その前の選考で発想転換能力やインターンへの取り組み方をみることはできないため、

それも難しい。 

しかし、同社はそうした難点と利点を天秤にかけ、利点が大きいと判断したために実施

しているのだと筆者は考える。 

 質問項目⑤は、以上の採用活動の結果入社を決意した学生に対して、他社や他の進路に

流れないための工夫を意図して尋ねたものだ。これは、入社前の人材育成で入社後のコス

トを格段に抑えられるという、他社でもありがちな考え方に基づく。 

 同社はこの質問に対して、キャリア支援のための個別面談は行うが、そうした研修・育

成はしないという。理由は前項 iv で取り上げた創業理念の通りである。新卒担当者はさら
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に、そのような研修の機会を与えることで、かえってその人材を駄目にしてしまうことに

なりかねないと付け足す。同社は、与えられてできる人材ではなく、自分にとって必要な

ことを考え、それをどんどん吸収する自発的な人材を求めるからだ。もちろん入社パス取

得者や入社を決断した学生に対するコミュニケーションは発生するが、特に教え込むこと

や同社からの情報提供をするわけではない。あくまで個別面談で、その学生のキャリアに

対する考えや進捗を聞くことが基本である。 

  

【⑥～⑦ ミスマッチ防止】 

 同社は「ミスマッチ防止」を解決できると呈しているが、そうとも限らないと筆者は考

える。理由は、その期間と内容である。たしかに、他社に比べれば比較的長期間業務を体

験するインターン内容であるが、それでもわずか 20 日前後である。さらに内容も、実際

の業務と近いといえども同じではない。企業文化や考え方のミスマッチはある程度解消で

きる内容となっているが、業務におけるその解消はできないのではないか。 

 筆者の投げかけに対して担当者は、確かに業務のそれは解消できないが、求める能力の

ミスマッチは起こりづらく、現場や研修に入った際にたいてい付いていけるという。それ

は優先順位として能力が重要であり、同社に関する知識は二の次だからだ。極端だが、同

社が何をしているか知らずに選考を受けても問題ではない。しかし、入社まで業務知識に

関して放置すると、インターンと実際の業務にギャップを感じることが生じる。過去はそ

の部分を対処せず、うまくいったこともその逆もあったという。最近では、業務内容を理

解するために、パス取得学生で就職対象者に対して、同社業務を説明している。その上で

またさらにキャリア支援面談を行う。 

 加えて、インターンも現場の仕事と同じにしてしまうと、学生が数人残る程度になって

しまい意味がないと語る。現場社員と同じレベルを求めても勝てるわけがないため、イン

ターンで仕事の要素を入れ、その中で能力を測っている。 

 さらに、⑦の内容は入社パスというその制度とその後のキャリア支援面談が解消してく

れる。ただ、これは他社に比べ内定という状態への拘束力が弱いことで、学生の時間浪費

と罪悪感を防ぎ、企業の負担ももともと少ないだけだ。したがって、日本のシステム全体

が変わらないことには根本的に解決できないのではないか。これを解決するには前述のよ

うに、就職活動時期と入社時期の間隔をより短くするしかない。 
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【⑧～⑨ 就職活動早期化】 

 ⑧に関しては、外部からこの方法で早期化を批判されたことはなく、むしろ「ユニーク

な採用方法」としてメディアに取り上げられることもあるとのことだった。 

 ⑨に関して、同社と担当者個人の考えが半々ではあるが、あまり問題視はしていないと

いう。 

担当者はその理由について、その時期と大学教育に分けて説明した。時期に関しては、

通年採用をしてもいいとは思うが、日本の新卒採用という市場の動きに合わせざるを得な

いという。また、就活生以外でも内定を取れることへの「早期化」に関して、質問はしな

かったが、おそらくそれが学生への学習意欲を阻害するものではないと考えている。結局

のところ、早期化問題は大学教育との関連で語られる。その大学教育に関してだが、担当

者は以下のように考えを述べる。学生は大学から何かを与えられることを前提としており、

教育機関は学生に何かを与えることを前提に作られているから、その与えることを妨げる

なと主張するのではないか、と。したがって、就職活動に多くの時間を割くような仕組み

は大学の意に反しており、就活の早期化が叫ばれるのだ。しかし、人を育てる本質を考え

れば、自分でものを考えられる教育が必要だと、担当者は言う。すなわち、早期化を問題

とする以前に着手すべきは、教育の質と方法だということだろう。 

 

【⑩～⑬ 採用条件】 

 まず⑩⑪の質問は、同社にとって能力が採用判断の最重要項目であるため、学歴や学卒

資格は必要ないのではないかという考えのもと設定した。 

 回答の結論を先取りすれば、過去に卒業前の就職を申し出た学生はいるものの、日本の

採用制度上、大学中退という経歴は大変不利になるため、大学卒という条件にせざるを得

ないという。大卒前にそうした申し出をするのは 2 種類の学生がおり、留年になった者か、

若いうちにインターンを経たために社会人として働く方が魅力的と感じ、退学後の入社を

希望する者だ。前者は、やるべきことから逃げて入社という考えのため、当然ながら同社

は要望を退ける。後者の場合は、学生自身が非常に限られた空間と情報を元に意思決定を

しているため、その先のキャリアを見越すように助言をするという。もし将来同社から転

職することになれば、大学中退、高校卒というラベルは、同社にとって問題ないことだと

しても、日本社会では問題になりかねないのである。この対応は、同社のことというより

学生の将来を考えてのことである。 
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 その逆で、既卒で就業経験のない者を受け入れるかどうかという質問（⑬）には、新卒

ではなく中途扱いになるが、職歴による判断はせず、見る能力も同じであるため不利にな

らないという。中途採用に関しては、経験者対象の職種別採用と、就業未経験もしくは業

界未経験対象の「問題解決能力発掘プログラム」採用で分かれている。既卒者は後者での

採用になるわけだが、選考に参加するまで行ってきたことへの理由を問うこと以外は新卒

と同じ扱いだ。 

 では、多くの企業でなぜ既卒への門を狭くするかについて、中途採用で就業未経験者を

採用するときの「責任者に」リスクが伴うからだという。中途採用はいつでも門戸を開い

ているわけではなく、空いたポジションを補填する形で行われる。その際、中途採用には

ある程度の目的が伴い、その目的を果たせる人材を採用する。その場合、仮に能力的には

同じであれば入社したときのリスクは変わらないはずだが、その目的にかなわなかった場

合、どちらが責任を取りやすいかの判断が下る。具体的に言うと、職歴がある者が失敗し

た場合は仕方ないと責任者は考えるが、職歴がない者だと、やはり取るべきではなかった、

という見方をする。したがって、就業未経験者を企業は雇いたくないのである。 

次に、⑫の直接回答は、初任給は一律であるためインターンの成績とは関係がなく、入

社後の研修修了後は研修成績に応じて年俸が変わるとのことだった。これは、インターン

の評価は実際の仕事ではなく仕事の要素を抽出したものに対する能力評価だからだという。

したがって、インターンの成績・評価は入社後の能力と直結するものではないため、その

成績によって差をつけることはできない。 

さらに担当者は、入社前のインターン・大学での活動実績と報酬が結びつかないことに

関して、既卒の採用制限と同じ原理で説明してくれた。すなわち、企業が在学中の評価を

報酬に反映させないのは、可視化できないものに金額計算をして報酬に反映させることは、

何をもってそうしたかという判断ができないためだという。 

 

vi.考察 

 ワークスの採用方法に関して、前述した内容から指摘したい点がいくつかある。 

 まず気になったのは、ミスマッチが完全には解消されていないことである。実は、本稿

執筆中に判明したことだが、筆者の友人で同社を新卒 1 年目にして退職した者がいる。理

由をはっきり示すことはできないが、本人の話を聞くと、インターンで感じた文化がより

強調されたために入社後ついていけなかったという。この場合、業務だけではなく、文化
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ややり方についてもミスマッチが起こっていたといえる。ただ筆者は、何においても問題

を完全に防ぐことは不可能だと考えている。加えて、入社した者に対して企業の要求は高

くなることは当然であると考える。したがって、ミスマッチ解消が達成されていないこと

へ否定も肯定もしない。 

 これに少し付言すると、企業は入社前に厳しく振り落とすか、大量採用して入社後に厳

しい業務等で淘汰させるかのどちらかで人材を選抜していることが多い。大手企業は入口

の段階で厳しい選抜を行うため、しばしば批判されるような大手ベンチャーの「ブラック

企業」（実はブラックでもないのだが）と比べて「ホワイト」に見えるが、選抜の厳しさが

労働法の規定内であれば、それは入社前か後かの話だけとも言える。 

 次に、「優秀な人材」の定義が明確なのはいいが、果たしてその人の能力だけで判断して

いいのかという点は疑問である。人の能力は鍛えれば向上し、何もしなければ能力は維持

できるか減衰するかである。筆者がなぜこのインターンに参加できたのか、なぜ論理的思

考能力が備わっていたかと考えたことがある。それには様々な要因が考えられるのだが、

何かをするにつけ「どうしたら良くなるか」を常に考えていたのだろう。しかしそれは、

筆者の環境が非常に影響している。何が言いたいかというと、人は環境により何にでも変

化するということだ。たとえ予め求める能力が備わっていなかったとしても、環境によっ

ては活躍できる可能性もあるということである。したがって、企業教育により眠った能力

が発揮される可能性もある。ただ、企業が教育すべきという日本企業特徴の考え方は変化

しつつあり、世界基準でもないということを鑑みると、企業教育をすべきとも主張できな

い。即戦力のある人間を採用する方が合理的だという企業の考えも、その変化の一因とな

っているのだろう。加えて、第 1 章でも述べたように、日本の大学数と入学者数の増加に

より、本来高卒就職するレベルの学力の者も大学生になったため、企業が人材を厳しく選

別するのもわかる。かといって、今の日本教育では業務に必要な能力が養い難いことを考

えれば、その必要もあるのではないかと考える。これも、どちらが良いとも言えない問題

だ。 

 さらに、このような就活時期と重ねて中長期インターンをさせることが、他社への就活

を妨害する「拘束型インターン」の要素が強いとして、学者のなかでも批判がある。たし

かに、優秀な学生として選ばれた学生は内定を取得できるが、その他の学生はその期間た

だ妨害されて終わる、という見方もできる。59 ただ、そう感じるかどうかはその学生本人

の考え方やインターン内容に左右されるため、悪いと断定はできない。 
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また、これは同社に対する指摘ではなく、日本の就活での問題解決に適用できるかとい

うと、必ずしもそうではない。業務形態により、この方法を施行するだけの投資ができる

かが違うため、他社での導入可能性が極めて低いように思う。 

しかし、他社が同社から見習うべき点は多いのではないだろうか。インターン採用は、

説明会だけではぼんやりとしか見えない企業文化や考え方を、肌で感じる良い機会である。

さらに、入社までの内定フォローはあくまで学生のキャリア選択を聞くものであるし、学

生に選択の猶予を与えてくれる。 

次の章では、同社の採用方法からヒントを得てその提案をした者の主張や、その他選考

研究で提案されている就職活動のあり方について記述する。 

 

（註） 
1 マイナビ 2015（http://job.mynavi.jp/conts/2015/schedule/）2013.1.5 閲覧 
2 インターンに参加しない学生も多いが、選考がこのインターンから始まっている企業も

多いため、就活のスケジュールに加えていると考えられる。表面上は採用と無関係と記載

する企業もあるが、実際はインターン参加学生を優先的に面接へ通す企業もある。もちろ

ん、記載と実態が合致する企業もある。ただ、インターンに参加して必ずしも採用される

とは限らない。事実、筆者のようにインターンに一切参加せず内定を獲得した学生も多い。 
3 エントリーとは、ここでは主に登録した就活ナビサイトから、受けたい企業のエントリ

ーボタンを押すことを意味する。ナビサイトでエントリーが完結する場合と、自社独自の

マイページに登録する必要がある場合があるが、いずれにせよナビサイトでのエントリー

は必須であり、そうしないと企業情報を得ることが困難になる。 
4 このようなスケジュールに関して、小杉礼子『大学生の就職とキャリア 「普通」の就

活・個別の支援』24-34 頁の中で、大学ランクが上にいくほど就活開始時期・内定獲得時

期も早く、活動量も多いことが指摘されている。 
5 外資系企業は 10 月頃から説明会が行われるといわれるが、外資系企業合同説明会は 5
月から開始されており、筆者も内定取得後出向いたことがある。しかし一般的に、そうし

た会社は外資系の中でも有名な企業のみであり、その他外資系は通年採用を行うことも珍

しくない。中小企業に関しては大企業よりも時期が遅い。ベンチャー企業に関しては、極

端に早いものから遅いものまで様々である。以上の情報は、あくまで筆者独自の経験に基

づいたものであるため、客観的な情報とは言い難いが、概ねそのような傾向にあると言っ

てよいだろう。 
6 株式会社リクルートキャリア SPI3 ホームページ（http://www.spi.recruit.co.jp/spi3/）
2013.1.5 閲覧 
7 株式会社リクルートキャリア SPI3 ホームページ「テストセンターとは」

（http://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/）2013.1.5 閲覧 
8 石渡嶺司・大沢仁『就活のバカヤロー 企業・大学・学生が演じる茶番劇』172-174 頁 
9 前掲(8), 134-135 頁 
10 前掲(8), 139-140 頁 
11 これらは、後の面接と一緒に行う企業もある。 
12 大学のキャリア教育に関しては、前掲(7), 78-130 頁の内容と、谷内篤博『大学生の就業

- 54 - 
 

                                                   



意識とキャリア教育』106-133 頁を参考。 
13 前掲(8), 90 頁では「秋以降」とあるが、この当時は就職活動解禁日が 10 月であるため、

現在に置き換えて「12 月以降」と記した。 
14 これは経済産業省が 2006 年に発表したもので、①前に踏み出す力（物事に進んで取り

組む力／他人に働きかけ巻き込む力／目的を設定し確実に行動する力）、②考え抜く力（現

状を分析し目的や課題を明らかにする力／課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備

する力、新しい価値を生み出す力）、③チームで働く力（自分の意見をわかりやすく伝える

力／相手の意見を丁寧に聴く力／意見の違いや立場の違いを理解する力／自分と周囲の

人々や物事との関係性を理解する力／社会のルールや人との約束を守る力／ストレスの発

生源に対応する力）が項目としてあげられている。 
15 前掲(8), 3-10 頁では、就職活動の早期化を「焼き肉の生焼け理論」として紹介している

が、これは前章で述べた「規制による早期化」にも関連し、倫理憲章（前章では就職協定）

に署名しない企業は良い学生を確保しようと採用時期を早める傾向があり、他が早めてい

る以上はその規制に従っていられないということだ。早期化は、企業による「良い学生争

奪戦」による結果なのである。 
16 長期化は二つの側面がある。一つは、前掲(15)の争奪戦に乗り遅れた、もしくは乗れな

かった学生が大企業採用活動ピークを過ぎた者は、4 年生の夏以降も就職活動をすること

になり、中には 1 年近くも就職活動に時間を費やす者もいる。もう一つは、前掲(15), 89-93
頁のように、大学 1 年生から就職のことを考えなければいけないことに対する批判である。 
17 豊田義博『就活エリートの迷走』63-69 頁によれば、新卒無業の原因を早期化ととらえ

倫理憲章という規制をかける行政に対して、それは早期化ではなく大学生数の莫大な増加

が原因である。さらに、この規制がもたらす結果を、内定獲得時期が 4 年の春に集中する

という一極集中化が問題だと指摘する。 
18 榎本博明『「やりたい仕事」論』30-39 頁では、やりたい仕事を語ったとしてもそれは

「そもそも仕事の現実を何も経験していない人間が想像で語る『やりたい仕事』に過ぎな

い」(30 頁)と述べ、その現実がわからないのであれば入社してみないとその実態はわから

ないと主張する。 
19 前掲(18), 30-31 頁では、たとえばやりたい仕事が 1 年目からできないような責任のある

仕事や、チームを統括するような仕事であるならばそれをすぐやらせてくれることはない

と主張する。これに関して筆者は、企業の規模や風習によってはそのような仕事を任せる

会社もあることを付言しておきたい。 
20 前掲(18), 46-48 頁によると、働く人の多くは現在のキャリアを想像していなかったと答

えていると主張している。今現在の兆候として「やりたいことを問う」面接が多いが、具

体的なやりたいことをあげるほうが難しいとしている。 
21 前掲(17), 111-116 頁では、就活で形成された「危なっかしい」自己アイデンティティに

よって形成される軸は、自分らしいものではなく企業に合わせたものになりがちであるこ

とを指摘したうえで、企業はそれにだまされてしまうこともあるという。「軸が見えない」

という理由で落とす企業もあるが、本人が正確に軸を把握しているとは限らないため、企

業は「ほしい人を採るべき」だという。 
22 自己分析をして自分の強みをアピールしたはずなのに、そのアピールを受け入れないか

のごとく面接に落ち続け、社会から必要とされないと解釈し自尊心を失う能性がある。こ

の点についての文献は見当たらなかったが、「就活うつ」に関して「社会に否定された」と

主張する人が多い。ただ、その根本的原因は明らかではない。 
23 前掲(8), 142-168 頁によれば、学生に嫌われないため、学生への印象を良くするために

広報活動を強化し、その他イメージアップを図るという。 
24 前掲(17), 71-72 頁では、学生はそれぞれの企業に合わせた記入内容を考え何枚も記入し、

企業は有名であればあるほどそのエントリー数は多くなり、それぞれに負担がかかると主
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張する。 
25 前掲(17), 161-176 頁では、インターネットによる就職・採用活動はその学生が気軽にエ

ントリーできてしまう構造を生み出し、企業はその学生が本気で自社に興味があるかを確

かめる必要が生まれた。それが会社説明会やセミナーの演出や、エントリーシートという

ハードル設定につながるという。 
26 前掲(8), 32-70 頁をみると、「選考に受かるにはこうすればいい」というハウツーに就活

生は群がり、それを実践するという構図は、大学受験予備校で「大学に受かるにはこれを

覚えろ」や「こういう方法でやれ」という教えをそっくりそのままやる構図に似ている。 
27 前掲(17), 150-155 頁によれば、学生は安定志向で大手企業を志望しているのではなく、

入っても安全な会社かどうかを見極めたいとの考えで大手を志望する。無名企業にも良い

会社は存在するが、そうした会社を探し出す大変さを知っているために、大手に流れると

いう。 
28 前掲(17), 72 頁 
29 前掲(17)107-147 頁 
30 NEWS ポストセブン「入社試験の SPI 有能な人材取りこぼすとベストセラー統計家」

では、SPI で自社に必要な能力が図れるなら問題ないが、そのような理由がなければその

企業に必要な能力を採用でみるべきだと述べている。

（http://www.news-postseven.com/archives/20130430_184687.html）2013.1.5 閲覧 
31 小山治「なぜ企業の採用基準は不明確になるのか 大卒事務系総合職の面接に着目して」

苅谷剛彦・本田由紀『大卒就職の社会学―データからみる変化』199-222 頁によれば、企

業が採用基準を明確にできないのは、評価項目の内容が抽象的であることや、合否判定を

左右する決定的な質問などはなく、総合的に評価されること、評価項目内容が抽象的であ

るためにその回答も抽象的なものであること、採用時期と採用枠の充足状況に応じて採用

基準が動くことなどをあげている。そもそも、こうした問題は面接という採用スタイル特

有のものかもしれない。 
32 前掲(8), 177-183 頁 
33 前掲(8), 196-210 頁／前掲(19), 205-206 頁 
34 前掲(17), 161-172 頁 
35 前掲(17), 63-67 頁 
36 山内乾史『教育から職業へのトランジション 若者の就労と進路職業選択の教育社会学』

小方直幸「第 2 章 大学から職業への移行をめぐる日本的文脈」12-43 頁 
37 株式会社アイデム ”人と仕事研究所”「若者の転職に関するアンケート調査」2007.8.9
発表 
38 玄幡真美『日本の雇用年齢差別 35 歳リストラ社会の構造的不平等』55 頁 
39 小杉礼子『若者と初期キャリア「非典型」からの出発のために』20 頁 
40 林祐司『正社員就職とマッチング・システム―若者の雇用を考える―』30-34 頁 
41 前掲(39), 154-155 頁 
42 労働政策研究・研修機構『第二新卒者の採用実態調査』（調査シリーズ No.3）（2005） 
43 小杉礼子『大学生の就職とキャリア「普通」の就活・個別の支援』157-160 頁 
44 OECD 編『日本の若者と雇用―OECD 高等教育政策レビュー：日本』（濱口桂一郎監訳,  
中島ゆり訳）, 47-48 頁 
45 冷泉彰彦『アメリカモデルの終焉』118-124 頁。なお、学歴重視の傾向を指摘するもの

として、前掲(8),98-112頁／前掲(15),78-85頁 ／苅谷剛彦「大卒就職の何が問題なのか 歴

史的・理論的検討」苅谷剛彦・本田由紀『大卒就職の社会学―データからみる変化』9-14
頁もあげておく。 
46 OECD 編『日本の大学改革―OECD 高等教育政策レビュー：日本』（森利枝訳）79-80
頁 
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47 東洋経済オンライン（http://toyokeizai.net/articles/-/12289?page=2）2013.12.04 閲覧 
48 株式会社ワークスアプリケーションズホームページ, 会社概要

（http://www.worksap.co.jp/corporate/profile.html）2013.12.26 閲覧 
49 ここまでの記述は、前掲(47)による。 
50 与えられた文章を 1 日目に読み、2 日目にシート記入するというもの。 
51 学生は、その言語に関する基本操作のレクチャーを 30 分受けた後は、一人に一冊配布

されたマニュアル本を頼りに課題をこなす。これにも企業側の意図があり、与えられた最

低限の情報を元に自ら考え、問題を解決する力を試している。 
52 この段落の内容は、前掲(48)を元に記述した。なお、これ以外の段落はすべて筆者の経

験に基づき記述した。 
53 株式会社ワークスアプリケーションズ採用ホームページ

（http://career.worksap.co.jp/career/2014/）2013.12.04 閲覧 
54 同社の主張に関しては、前掲(47)を参考にしながら、自らの言葉で説明している。 
55 前掲(48) 
56 リクルートワークス研究所 
（（http://www.works-i.com/index.php?action=pages_view_main&active_action=reposit
ory_action_common_download&item_id=505&item_no=1&attribute_id=13&file_no=1
&page_id=17&block_id=302）2013.12.5 閲覧）によると、新卒採用の相場目安は 800 万

円で 30 人程度の採用人数といわれる。 
57 同社採用方法は相対評価ではなく絶対評価である（採用予定人数に合わせ入社権限を与

えるのではなく、学生個人の能力・成績のみが決定要因である）ことも考慮し、この設問

を入れた。 
58 同社は過去 5 年ほど、入社パスを取得した学生であれば全員入社しても構わないという

「無限採用」を実施。 
59 前掲(8), 210-212 頁 
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第 3 章 新卒一括採用問題の解決策―先行研究を元に 

 ここから、前述の現在の就活に至る経緯やその問題と現状から、問題解決策を探りたい。 

 まず、この章では先行研究から提唱される問題の解決策について述べる。 

 筆者と同じく、前章で取り上げたワークスのインターン採用を元に解決を試みたのが、

佐藤(2010)である。彼は、以下の 5 つの提案をする。第一に、選考試験を大学 1 年生から

開始すること。第二に、優秀者には複数年入社パスを発行すること。第三に、学生の入社

意志決定を大学 4 年生の 10 月にすること。第四に、選考試験フィードバックを実施する

こと。第五に、新卒通年採用、毎月入社を実施することだ。1 

 この中で筆者は、「大学 1 年生からの就職活動」、「選考試験フィードバック実施」、「新

卒通年採用、毎月入社」は実施可能性が高く、望まれる対策だと考える。 

たしかに早期化による学業への弊害や長期化による学生への負担は問題である。しかし、

それは「以前よりも」早期化・長期化したことが問題であって、「現状よりも・大幅に」早

期化・長期化することは問題ではないと考える。なぜなら、大学 1 年生から学生が行動し

始めることにより、学業・就職活動・その他課外活動にかける時間が 4 年間に分散され、

両立が可能だからだ。そもそも、学生の学習阻害要因は早期化・長期化ではなく、一極集

中型であるこの採用方法なのだ。加えて、大学 1 年生から社会の構造を知る、ビジネスを

知る、社会人を知ることは勉強意欲向上にも効果が認められるのではないか。筆者の友人・

先輩でよく「自分の所属学部で扱う内容に興味が持てない」と嘆く者がいたが、社会でど

のように役立つかを知れば大学の勉強にも意欲が湧くはずだ。これは文学部系のビジネス

に結びつかないと思われがちな学部でも、ビジネスマンと会話するときの教養になること

はあるため、それを感じられれば勉強は面白いと感じることもあるのではないか。 

「フィードバック実施」に関して、前章の問題点指摘では取り上げなかったが、企業は

就職活動において選考通過如何の要因は教えてくれない。そもそも要因をもって採用通知

をする企業は「まともな」採用活動を行っているという前提があるが、おそらく選考通過・

落選それぞれに要因はあるはずだ。最後まで選考を通過し「内（々）定」を得た学生に関

しては聞く機会もあるだろうが、落選要因はいつまで経ってもわからないままだ。「自分で

考えろ」と主張する文献も存在するが、誰の目で見ても要因が明らかな場合以外、学生は

その要因を考える限界がある。たとえば、単にその企業と合わない人間だと判断するには、

その企業内部の風土その他を熟知していなければ無理だ。そこで働いたこともない学生に

とってその風土を熟知することはできないし、採用基準においてはその企業社員も知り得
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ないことである。他の例としてコミュニケーションの仕方に問題ありの場合も考えられる

が、面接という客観的判断がし難い空間において、後に自信で振り返るにも限界がある。

「失敗は次に生かさねば意味がない」と言われるが、失敗が何であったかわからなければ

当然次に繋げることはできない。 

「通年採用、毎月入社」には「既卒・卒業間近の学生」という条件付きで賛成したい。

これは前述の早期化・長期化問題に対する筆者の考えと同様であり、一極集中型の採用方

法に疑問を感じるからだ。しかし、大学 1～3 年生の間に採用決定し入社してしまうと、

それこそ学業を阻害しかねない。筆者は大学生の本分は果たすべきという立場に立脚する

ため、在学中は学業にも専念することが望ましいと考える。大学での学びは社会に通ずる

ものだからだ。既卒に関していうと、筆者の問題意識を解決する方法にもなるため、大い

に賛成だ。 

他の 2 つの提案は、企業の実現可能性と学生の意志決定時期の両面で難しいと考える。

第二の点については、仮に多くの企業が複数年有効内定パスを出せば、入社数が予測不可

能な状態であるため内定パス取得者への拘束力が今以上に高まるのではないか。そうなっ

た場合、社会問題化することが予想できる。この提案が企業や学生にとって有益になる前

提は、ワークスのように採用予定数計画を厳密に設定せず達成義務を設けないことだ。加

えて、その後の雇用先を学生が決定する際、学生の意見を尊重する立場を守ることが条件

である。第三の提案に同意できない理由は、10 月でも入社までには約半年あり、学生の意

志変化が起こりえるためだ。この提案には、現状内定式が行われる 10 月以前に意志決定

を迫る企業のやり方を見直すべきという本質があり、それについては筆者も同意するとこ

ろだ。要は、時期に関係なく入社意志決定を行えるようにすればよい。もちろん企業は学

生への入社準備も必要なため、10 月と決めずに「入社を希望する何ヶ月以上前」と設定す

れば問題ないのではないか。ただ、採用準備に要する時間を調査していないため、10 月以

降でも入社意志決定を行えることが企業に有益かはわからない。しかし、時期に関わらず

入社意志決定を行えるのは、企業にとっても入社意志決定後の取り消しにより生じる負担

は少ないのではないか。 

続いて取り上げるのは豊田(2010)2の研究だが、彼は就職活動の問題について多くの提案

をしている。その中でも、①大学生に関する社会幻想のリセット、それに基づく②大卒の

キャリア・コースの多様化、③採用活動・就職活動時期の分散化、④採用・就職経路の多

様化と⑤多面的な選考プロセスのデザイン、⑥企業の『求める人物像』廃止、⑦本物のイ
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ンターンシップ実施、⑧大学生を「お客様扱い」することの廃止に着目したい。 

まず、問題解決を探る前に、時代の変化と共に今までの概念を再定義し直さなければい

けない。これは日本の新卒一括採用問題を考える際に重要なことで、②～⑧の提案は、こ

の根本的な問題提起から出発している。 

①について豊田は、大学生はもはやエリートではなく、「産業社会にデビューするとい

う準備ができているということを最低限保証する」3だけの存在であると主張する。本稿第

1 章でも述べたとおり、日本の大学進学率・就職率はここ 50 年ほどで徐々に上昇し、社会

のマイノリティーではなくマジョリティーにまでなった。これは②にも通ずることだが、

現在の大学教育や日本の教育方法が今後も改善されないのであれば、大学生＝幹部候補と

いう概念は捨てるべきだ。日本の教育水準は高いにも関わらず、今日では世界との競争力

に勝てないと嘆くのは、日本の教育機関は「自ら考え行動する力」を養う教育方法をとら

ないからだと筆者は考える。また、豊田は続けて「優秀な外国人を雇用し、幹部候補とす

ること」を提案する。たしかに、企業にとって効率的に優秀な人材を採用する手段ではあ

るし、今日叫ばれる企業のダイバーシティ化を目指すには有効だろう。しかし、企業が諸

外国からの人材に淘汰されていくことは、決して望ましい状態ではない。これは余談かも

しれないが、逆に日本人が日本より海外で活躍することに魅力を感じ、優秀な人材が海外

に流出し、日本の国力が衰える危険性もある。それには様々な理由があるだろうが、日本

の経済にとっては大きな損失になりかねない。 

さらに、「既卒就職・遅めの就職は負け」という価値観を払拭することも、既成概念を

再定義することにつながる。私的な内容で恐縮だが、厚生労働省インターンに参加した際、

若年雇用対策室の職員に「日本の大卒失業率が低いのは、この新卒一括採用という制度が

あるから」と言われた。当時はそれに少し疑問を覚えつつも、ある程度納得していた。し

かし、大学生数が急増しているにも関わらず、国際的に見ても異常なまでの就職率の高さ

は別の問題を生んでいるとも言える。その流れに乗れずに正規採用、転職を試みる若者に、

その機会が与えられない。仮にそうした若者に優秀な人材がいる可能性があっても、であ

る。これは大きな問題である。 

この点は「内定を早くたくさんもらうことが勝ち」という価値観にも言えることだ。そ

れぞれ個人の意欲は均質ではないことは当然であり、一斉に就職活動を行わねばならない

のは矛盾しているのではないか。これは③に該当する内容でもあるが、これは前述した「早

期化・長期化」問題と内容が重複するため、割愛する。 
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④と⑤は、今現在行われている「筆記試験、エントリーシート、面接」という画一化さ

れた方法に加え、縁故・教授推薦・リクルーター制度や大学成績を評価する方法も加える

という提案だ。豊田は、現行の採用制度に「日常」の視点が含まれていないことを問題視

している。これには筆者も同意するところで、エントリーシートや面接など一時的な評価

で人を判断するは、ある意味客観性に欠ける。人付き合いもそうだが、第一印象とその人

の性格は意外にも違っていたりする。豊田は「日常」「非日常」「主観」「客観」の 4 つの

要素を組み合わせることで、はじめてその人物を評価できるという。これにより企業が学

生の「演技」に騙されることも減り、学生にとっても本来の自分を評価してくれるという

安心感にも繋がるのではないか。 

日常を評価するもう一つの方法として、⑦本来のインターンシップを実施することをあ

げる。「本来の」とは、今でいう長期学生インターンを募集するベンチャー企業などが行う

ような、本来の業務を学生に行わせるというものだ。これは企業によって実施できる環境

かどうかが違ってくるだろうが、その方法については終章で提案したい。 

⑥は豊田の主張に加えて、人事担当者は採用人数全体に対して、同じようなタイプを求

め採用するわけではないことを主張したい。これはとある人材サービス会社社員から聞い

た話だが、企業が求める素質にはトレンドがあるが、人格的なばらつきを好むのだという。

であれば、企業は求める人物像を提示するのではなく、その学生を見てどういうポジショ

ンで活躍できるかを人事担当者が会社のために考えることが筋なのではないか。 

⑧に関しては石渡・大沢(2008)全体で「企業と学生の茶番劇」と揶揄しているが、「学生

によく見せる」ことで生じるミスマッチを防ぐことは企業が取り組むべき課題である。不

特定多数に響きがいい説明だから大量な応募が来るという構図は、企業は自分の首を絞め

ているように思う。学生も、「説明会のどこまでが真実なのかわからない」と不安を覚える

者も多い。確かに企業イメージは重要だ。しかし、その虚像によって企業も学生も不幸に

なるのは、合理的ではない。 

最後に取り上げる本田(2008)は、大卒後の採用活動、採用要件・基準の明示、大学教育

の職業的意義の向上を提案する 4。 

このなかで筆者は、「大学教育の職業的意義の向上」はやはり必要だと感じる。「大学は

就職予備校ではない」と言われるが、大学の学びと入社後に身につける知識や能力には相

互性があるのではないか。そもそも教育は、社会を生きる上で必要な知識や能力を身につ

けるためのものである。その実践場はもちろん教育機関の中でも開かれているが、より具
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体的で実践的な場所はその外であり、社会の構造を形成している一つである企業ではない

だろうか。この考えは、前述の「大学 1 年生からの就職活動」に対する筆者の意見と重な

る部分である。 

いくつかの先行研究を紹介したが、次章ではここまでの考察を元に、筆者自身が考える

今後の就職活動・大学教育に必要なことを述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（註） 
1 佐藤孝治『＜就活＞廃止論 会社に頼れない時代の仕事選び』180-207 頁 
2 豊田義博『就活エリートの迷走』180-223 頁 
3 前掲(2), 180 頁 
4 本田由紀「日本の大卒就職の特殊性を問い直す QOL 問題に着目して」苅谷剛彦・本田

由紀『大卒就職の社会学―データからみる変化』55-57 頁 
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終章 今後の「就活」をめぐって 

 以下の 3 点が、筆者自身が講じたい今後の「就活」問題を解決するための策である。 

 

① 「学年不問の企業説明会」と「説明会開催企業またはその子会社、提携会社での長

期インターンシップ受け入れ」 

② 「就職活動時期の規制撤廃」と「既卒者通年採用の一般化」 

③ 「考える力の養成」と「詰め込み型の緩和」の実施 

 

 以下で、順を追ってそれぞれの説明をする。 

 ①は、自分のキャリアを短期間に決定してしまう就活生の現状と、それによって生じる

企業とのミスマッチ問題、業務内容を理解しないまま入社することで生じるミスマッチ、

一極集中型の就活で生じる学業阻害、学生の学習意欲向上の 5 つを同時に解決するものと

して期待したい。 

 学年に関係なく「説明会」をすることにより、その企業だけでなく業界やその分野が社

会で担う役割を知ることができる。学年問わず「選考」をすることは、内定・採用という

拘束がある以上はその後の進路選択を阻害することになりかねないため、望ましい方法で

はないと考える。「説明会」にとどめることにより、学生を拘束することもなくなる。 

 加えて、前章で「大手企業やその他企業で、自社インターンを受け入れることは難しい

のではないか」という懸念があったが、それをこの方法で解消することができる。大手企

業で受け入れが難しいと考えたのは、大手ではそれなりに人がいるため、やってもらう仕

事を作ることがもはや労力になり、作業効率が悪いことだ。では、どうするかと考えたと

き、その企業と関連する仕事を行う会社、あるいはその企業と何らかの提携をする会社に

学生を送り込むという方法を考えた。こうすることで、多少の業務内容差は生じるが、そ

れに近い仕事や、大本の企業の部分的な仕事を体験できるかもしれない。また、たとえば

広告などで提携をする会社に学生を送る場合も、その企業の業務ではないにせよ、企業内

部を垣間見ることができる。いずれにせよ、現状の「見せかけインターン」よりはるかに

業務内容を把握できる。さらにこれにより、学生がナビサイトや普段の生活で目にするこ

とのない優良な中小・ベンチャー企業との接触も期待できる。 

 次に②に関して、これは言うまでもなく「短期間に就職活動を終えなければいけない」

ことへの問題解決である。ただ、歴史が築いてきた新卒一括採用を変革するには時間を要
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するだろう。しかし、前述した指摘に加えて、少子高齢化という日本が抱える大きな問題

も考慮すると、有効適用人材の活用は急務だ。 

③に関して、これは学校教育と職業生活の関連性を持たせるために重要なことであると

考える。企業で必要な能力とは、ただ単に暗記する能力ではなく、課題を設定しそれを解

決することである。これは純粋な学問においても、こうして論文を書くプロセスを鑑みて

も必要なことであると筆者は考える。これは大学教育だけでなく日本の教育全般を変える

ことに繋がるため、現実には厳しいが、日本全体の将来を考えれば利点は多い。筆者自身

も、こうした学習方法をとることで学習意欲が向上した経験がある。私的な内容にはなる

が、筆者が浪人した際に通った予備校の教授陣は、暗記法ではなく理論と根拠を教えてく

れた。たとえば、とくに英語の単語は覚えるしかない、と考える者も多いが、かなり単純

な単語であっても語源は存在し、その単語の語源がギリシャ神話であったりもする。そう

した根本的な事柄を与える学習を行うことで「詰め込み」をせずとも自然と覚え、学習意

欲が高まる。そして、事柄の根本を教えることは同時に、根本的な本質を考える習慣を身

につけさせる。こうした学習方法により、大学での学びも自主的なものに発展し、大学生

の質も保証されるのではないだろうか。 

 

あとがき・謝辞 

 本稿執筆にあたり、周りの様々な方に協力していただきました。 

 前年度所属していたゼミで教えてくださった松井清先生には、ゼミ変更の際に相談に乗

っていただきました。また、卒業論文のテーマや問題設定について相談に乗ってくださっ

た坂口緑先生にも、敬意を表します。 

 本年度ゼミ担当の水谷史男先生は、新卒採用やその他日本の雇用制度に関する様々な話

をしてくださいました。時には私の議論に長い時間お付き合いいただいたことや、ゼミ時

間外にも卒論指導にあたってくださったこともあり、大変感謝しております。本当にあり

がとうございました。 

 教授だけでなく、株式会社ワークスアプリケーションズ新卒採用担当の今泉優亮さまに

も、聞き取り調査とその後の文章確認を快く引き受けていただきました。ご多忙中であっ

たにも関わらず、要望に応えてくださりありがとうございました。 

 今回の論文執筆のきっかけは、自分自身が就職活動で感じた様々な矛盾でした。したが

って、この論文は自分自身の就職活動でお世話になった方々や同じように就活をする友人
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など様々な人から、多大な影響を受けて完成したものともいえるでしょう。特に、就職活

動中頻繁に利用した就トモ Cafe という就活生・学生応援スペースでの就職関係のイベン

トでは、既存概念にとらわれない多様な働き方を考えるきっかけになりました。さらに、

自身の就職活動での悩みに対して相談に乗っていただいた、フリーランスでありこのスペ

ースを運営する店長、篠原広高さまには本当に感謝しております。現在、自分自身もこの

スペースでボランティアとして、就活生と接しております。今後もこの知見と経験を生か

し、社会人になっても人々の働き方、もちろん新卒採用のあり方に関しても考えていきた

いと考えています。 

 こうして無事論文執筆を終えることができましたが、心残りもあります。今回の論文で、

当初はアメリカとの比較を通じて執筆を試みておりましたが、それができず残念です。 

しかし、この論文が自分自身の今後の仕事に役立つことを期待し、研究できなかったこ

とも含め更に知見を深めたいと思います。 

最後に、この論文執筆を応援してくださったすべての方に感謝の意を表し、謝辞といた

します。 

65 
 


	卒業論文1
	本論文のテーマに「新卒一括採用」を設定したのは、著者自身の就職活動で湧いた疑問と関心からである。
	冒頭から私的な内容で恐縮だが、筆者は最終的に日本の制度に乗っかり、新卒生として来年度から民間企業に就職することになったが、就職活動をすると決めるまでに様々な迷いがあった。そもそも就職活動をすることをためらった経験がある。
	就職活動をすることにした最大の決め手が、日本の「新卒一括採用制度」であった。筆者は4年で大学を卒業しなければいけないという家庭の制約もあり、大学を卒業後しばらく正規雇用の道を歩まず働き、必要経費を稼ぎ、やりたいことを実現させることも考えた。しかし、その後のリスクを考えたとき、筆者にはそれができなかった。何をリスクと考えるかはその時点で人により異なるが、筆者は就職する機会を逃してしまうことが不安で仕方なかったのである。
	日本では当たり前に行われる新卒一括採用であるが、他国を見渡すと、日本の雇用制度の方がむしろ異質であるということ、「仕事に就く」ことに対するモチベーションの違いや大学教育の捉え方に違いがあることがわかる。大学教育・大学入学に対する考え方に関して、欧米では特に大学入学の前段階で自分の将来就きたい仕事について考え、大学入学後は学問を全うする。専攻学問が就職につながると考えているからである。就職に関しては、就職時期が一律ではなく新卒入社もいれば既卒入社もある。インターンシップや世界周遊をしながら将来の職...
	このように日本と諸外国を比較し、抱いた問いが二つある。
	第一に「なぜ日本では新卒という価値が重視され、経験如何に関わらず新卒一括採用を逃すと就職先の選択肢が限られてしまうのか」ということである。新卒という価値が重視されるのと同時に、大学生にとって新卒で入社する企業は、その後の人生を左右するほどの重要な問題であり、したがって「就職活動」は大学卒業1年半前の学生にとってはビッグイベントなのだ。第二新卒や転職市場もたしかに存在するが、日本はまだまだ発展途上といってよい。その一度きりの機会を逃してしまうと就職が、とくに正規雇用が難しくなることに、何かしら企業あ...
	第二に「企業の採用活動で大学での学習が重んじられないのはなぜか」という問いである。研究職に就く理系大学生や企業内法務の就職をする法学部生は、その学習が企業で生かされ、企業もその学習を重視しているといえる。しかし、たとえば文系学生でも社会人になるとプログラミング言語を書くことができたり、理系でも広告関係の就職ができたりなど、学部に関連のない仕事に就けることは、大学卒を重視しているにも関わらずその専門性を軽視することが奇妙に感じられる。また、「日本の学生は一番勉強しない」ともいわれるにも関わらず、その...
	この問いには、日本大学生の多くは入学時に将来の進路を深く考えていないという問題とも関連している。欧米を比較するとその目的意識の差は顕著だ。日本でも中卒・高卒・大卒それぞれで就職活動が行われるが、「大学全入時代」と呼ばれて数年が経つ今日では、若年層の雇用状況において、大学新卒の占める割合が大きいと考えられる。その大学生は（とくに文系では）3年生になって初めて本格的に「就職」を意識するように思われる。しかし欧米では、大学進学の前に進路決定をする者が多く、とくに欧州では職業学校が多数存在し、大学へ行く意...
	以上の問いから、日本での新卒就職とその就職活動（以下、「就活」）の現状・問題点や大学の在り方、学生の就職に対する意識を検証する。
	第1章では、日本独自（正確には独自ではないが、世界でも稀にみる制度であるがゆえにあえて強調する）の新卒一括採用制度は歴史的にどのように成り立ったのかを、時代を追って解明していきたい。また、新卒一括採用制度と日本的雇用慣行（年功序列制）の関係についても触れる。
	第2章では、以下の点を解明するための検証をしていきたい。それは①近年の「就活」はどのように行われ、それぞれの行程に学生・企業・大学側にどんな問題点があるのか②実際に大卒無業者の就職は厳しいのか③日本のキャリア教育の実態とその問題とは何か、ということである。これは、筆者が問題とする「就活」の実態を把握し、筆者の問いを解明する根拠を示すためだ。さらに、近年の一般的な新卒採用制度とは違った事例も紹介する。この事例は、近年の就活で問題視される点を解決できるものとして筆者が注目したもので、人事担当者へのイン...
	以上の検証・考察を踏まえながら、第3章で今後の日本の大学教育・就職活動の望ましいあり方と変革の可能性について先行研究を示す。そして終章では、自らの問いに答えると共に筆者の見解を述べ、結びとしたい。
	尚、本研究の前提として、扱う対象は主に「首都圏大学」に通う「四年制大学文系」学生が「首都圏に本社がある企業」に就職活動をする場合である。そのため、「地方大学」に通う学生や、「地方就職」「民間企業以外の進路」を選択する学生、「理系その他学部、大学院」の学生に関する指摘には概ね触れていないことを予め了承いただきたい。
	第１章　日本独自の「新卒一括採用制度」誕生の背景
	第１節「日本型雇用慣行」誕生の要因
	まず「新卒一括採用」の定義をここで示すと、「会社が毎年ないしはほぼ毎年、大学卒業予定者に対して卒業前に採用内定を出し、卒業と同時に採用し入社させること」である。日本は、戦後特にこの方法を利用して人材を確保してきた。諸外国に比べ、中途採用が少ないのはこれも一理あるといってよい。
	この節では、日本の「新卒一括採用制度」がどのように誕生したか、またなぜそのような雇用慣行を日本は行ってきたのかを、引用を交え経緯を追うこととする。
	「新卒一括採用制度」は従来から指摘されてきたように、日本的雇用慣行の一つとして捉えることができる。「日本的雇用慣行」は、1972年の『OECD対日労働報告書』で「終身雇用」「年功賃金制度」「企業別組合主義」の３つに特徴付けられるとした。いわゆる「三種の神器」と呼ばれるものである。
	新卒一括採用制度はこの中でもとくに「終身雇用」と「年功賃金制度」の基盤となる採用方法である。その基盤となる論理は以下の通りである。すなわち、日本企業では大学新卒者全員を一律にみなし一括で雇い、初任給賃金を統一するところから始まる。この時点で、大学卒学生個々の能力に応じた賃金設定をしていない。労働者の技能は，熟練度を表す勤続年数や企業の教育投資とともに向上すると日本企業は考えるため、その後の賃金も「年齢」に応じた設定となるP0F P。「企業の教育投資」とあるが、企業は新卒者を一律に扱うため企業で活躍...
	こうした日本的雇用システムの形成要因について、谷内は「技術的要因」「経済的要因」「社会的要因」を挙げる。
	第一に「技術的要因」に関して、日本の工業化（明治末期から）は独占資本主義への移行の遅れもあってか、欧米から生産設備や技術を導入し、それを企業内の従業員に修得させる形で展開された。こうした自前の養成工を育成・輩出していくためには、従業員を長期的に勤続させ技術を修得させる必要があり、それが企業の生産性を高める絶対的条件でもあった。こうした点から従業員を定年まで勤続させる長期安定雇用は、労働者でなくむしろ企業サイドのニーズから生まれたものであった。
	第二の「経済的要因」に関して、すでに述べたように日本の多くの企業は国際競争に打ち勝っていく必要があり、そのためコストと製品の品質の両面でその優位性を保たなければならなかった。その結果、企業の必要から労働費用をできるだけ抑えたまま、いかに質の高い労働力を確保するかが追求された。その結果、質の高い労働力が必要不可欠となってくる。日本的雇用システムが形成された昭和30年前後の日本においては、後期中等教育を受けた新規高等学校卒業者を中心に質が高く、低賃金の若年労働者が多く存在していた。しかも、新規学卒者を...
	最後に「社会的要因」であるが、これは一種の社会的規範を意味しており、その根底にある思想は経営家族主義である。すでに述べたように，輸出工業国としての自立を求められた日本企業の多くは、国際市場での欧米各国との競争に打ち勝つために、安価な労働力によるコスト競争力をつけざるを得なかった。その結果、従業員の賃金は低いものとなり、その補填として家族主義的な家父長的保障体制が労務管理に導入された。そうしたモデルはかつての国鉄大家族主義が典型的であるが、様々な福利厚生施策にそうした考え方や思想が具現化されている。...
	この中で谷内は社会的要因の根底が「経営家族主義」としているが、別の著書（『日本的雇用システムの特質と変容』p.36）では「集団主義」と言い換えており、さらに編成原理に入れないとしている。ただし、その論調をみると「戦後」に限って言及しており、歴史的見解を紹介する際にはこの「経営家族主義」をあげている（p.36）。「日本的雇用システム」編成原理に「経営家族主義」を入れない理由にそれがうかがえるが、理由の一つ目が、「イエ」という共同体が持つ特質と企業の特質が合いにくいことと、二つ目が、戦後の民主改革によ...
	前者の論文引用（谷内「日本的雇用システムの合理性と限界」）の中でいくつか指摘をしておきたい点がある。第一に「経済的要因」から指摘される「日本国内での安価な労働力確保」という新卒採用の側面。第二に、この頃の学歴事情に関して。第三に、「社会的要因」として述べられている「国鉄大家族主義」に関してである。
	第一に、新卒学生が安価な労働力確保のために採用されていたという事実は、欧米諸国での工業化において外国人労働者が積極的に受け入れられたことと対応する。つまり、日本はそうした安価な労働力を国内で補完できたということである。
	第二の指摘として、この頃の高等教育卒のエリートは多かったのかという疑問があるだろう。工業化が始まった明治から昭和初期にかけては、高等学校卒業者は少なかった。明治末期には初等義務教育への就学率が、昭和初期には卒業率がそれぞれ90％を超えたが、中等学校進学率は、1920年（大正九年）は14.8％、30年では19.1％であるP6F Pから、高等学校卒はそれ以下であるので多くはない。しかし第1次世界大戦後の工業生産力が拡大するこの頃、高等教育卒業者の需要が増加し、国民一般の所得も増加したことなど、高等教...
	国鉄の採用形態には日本的雇用慣行が色濃く表れているように思える。学歴重視の例でいえば、学歴によってキャリアの「入り口」の段階が違うことや、有学歴者に対しては特別の「トラック」、つまり追うキャリアフローが違うということがあげられる。また、国鉄では教習所やそこでのOFFJT、試験制度を設けるなど、企業内教育が行われていたことも伺える。国有鉄道の「大家族経営」について、国有鉄道労働組合ホームページ内「国鉄労働組合50年史」の記載内容を以下に引用する。
	大家族主義は、職員の連帯意識を助長し、鉄道の組織的運営の重要原理とするため、福利・厚生制度の充実を内容とする温情主義的なものであった。一九〇七年には、職員の災害救済を目的とする職員救済組合の制度が設けられた。この救済組合は日本では最初のものであり、以後、官庁、民間会社に普及した。救済組合は、当時、展開し始めた労働運動対策の意味も持っていた。その労働運動が高まると、死亡や老衰の救済に重点を置いた生命保険主義を改めて、一九一八（大正七）年四月、社会保険的性格を強めた共済組合に組織を変更した。また同年七...
	その温情主義的な大家族主義の別な側面として、従業員の身分制度が挙げられる。鉄道院の職員は、勅任官、奏任官、判任官、雇員、傭人および使用人の六等級からなり、前三者は本官と称し、正式の職員であるが、雇員以下は通常一時的な使用人であって、長く一身を官職に託する者ではないとの観念が強く、両者の待遇は全く異なっていた。だが、鉄道国有化以降、それまで移動率の高かった機関手その他の鉄道労働者は、鉄道院以外にはほとんど労働市場が存在しなくなり、勤続は長期化した。それが共済組合の設立や家族主義形成の背後にあった基...
	つまり、大家族主義とは、企業がその労務にしか関係ないことだけでなく、労働者の生活に対しても手厚く補助をすることであり、その「家族」の身分・地位によって待遇が異なるということである。身分についてもう少し説明を加えるならば、家族の柱として主人＝父が一番偉いのであり、その次に家系を継ぐ長男が偉いことと対応して、身分が分けられていくということである。
	こうして、日本的経営と呼ばれるものは、学校システムと結びつきながら、人材選抜と労務管理と一体化して、ある一定の合理性を保ち、日本の経済成長に合わせた雇用慣行が成立していったのである。
	第2節「新卒一括採用制度」の変遷
	i．明治期から戦時期
	日本型雇用慣行の出発は明治中期にはじまる。後発国として、政府主体の近代化を進めたその時代、国家官僚制が顕著に学歴主義的に編成され、特定の学歴と職業特権との強い結合関係がみられた。それはやや遅れて発達してきた企業社会にも同様に観察されるようになる。その結果として、一定レベルの学歴を獲得することでその後の職業キャリアが形成されてしまうという「学歴身分制」的なシステムが、戦前期には国家官僚制機構や大企業を中心に存在していた。日本では学歴重視の採用が現代社会においても行われている学歴主義的な側面があるが...
	ただ、大卒生が「新卒」として「一括」採用されるようになり、それと伴に高等教育機関が就職斡旋の機能を持ち始めたのは両大戦間期である。高等教育機関側の変化は、卒業生が急増し、かつ不況による就職難が問題化していた大正末期にはじまり、多くの私立大学において就職部・課の新設というかたちで顕在化していた。それまでもインフォーマルな形での就職斡旋は存在していたが、現在に繋がる学校内での就職斡旋部門として制度化されていくのがこの時期であった。P9F
	その頃、同時並行で企業側に採用形態の変化が見られ、その変化が高等教育機関の変化に影響を与えた。同書で用いられているケーススタディでは以下の例がある。
	三井物産のケーススタディである若林（1999）によれば、物産では大正期半ば以降に人員採用時期が4月に集中するとともに,　中途採用者は減少し,　さらに同社の伝統的な職員養成システムであった「子供」からの内部昇進制度も廃止される．すなわち大正末までに「人材の学卒者への切り替えが徹底的に展開」するとともに，「学卒者の大量入社を円滑にするための装置，つまり入社試験システム」の構築がすすめられていく（p.36）．さらに菅山（1987）の日立製作所に関するケーススタディが明らかにしているように，「新卒者の定期...
	上のケーススタディに登場する三井物産は、会社が新規学卒者を定期的に採用した最初の企業の一つである。会社が新規学卒者を定期的に採用することは、1895年に日本郵船と三井が始めた。新規学卒者の定期採用が一般化するのは20世紀になってからであった。ここに出てくる「子供」とは伝統的商家の採用形態で、小学校卒程度の少年を住み込みで採用するというものである。
	三井物産の例をもう少し詳しく追っていくこととする。三井物産では、日清戦争頃までは「子供」が採用の主力であり、高等教育卒者については、東京高商（現在の一橋大学）からごく一部を採用するのみであった。しかし、日清戦争を契機に同社の国内事業が縮小すると共に海外事業が急膨張、その転換に伴い、新規学卒者の大量採用を始めた。学卒者の大量採用を行うため、同社は1899年から高商レベルの学科試験による選抜採用を本格化した。さらに1912年に人事課を創設し、人事管理の官僚化を始めた。その後1910年代には「子供」から...
	ここから、両戦期での一括採用の流れを追っていく。
	第一次世界大戦（1914-18年）には、日本は大戦景気に湧き、新規学卒者の定期採用制度にも重大な影響を与え、この時期に新規学卒者の定期採用が定着した。さらに、それまでは卒業試験が終わってから入社試験が行われていたが、大戦時の売り手市場下において卒業前に就職が決まるという慣行が始まった。
	第一次大戦後も、卒業前に就職が決まるという慣行は続いた。1920年代後半では卒業は3月末であったのだが、大学生・高専生の採用選考は卒業前年の11月・12月におこなわれていた。そのため、現在の就職活動で問題となっている就職活動に奔走し学業が疎かになるという事態が既に生じていた。その事態を受け、1928年3月には有力銀行の頭取重役の集まりである常盤会例会は、採用選考時期の変更について多くの会社に手紙を回付、これを受けその翌月、銀行や会社の重役・東京帝大、東京商大、慶応、早稲田などの学校関係者、文部省の...
	その後、この協定を遵守することは困難であったが、その協定の効力はあったようだ。協定が成立した1928年頃、日本における経済は悪化し、定期採用市場は圧倒的な買い手市場であった。その影響により、協定適用初年度である1929年卒業生は、就職活動時期が二ヶ月延長されたことで不安が増大し、学校当局もこれを問題視し、「協定の趣旨尊重」を内々破って協定以外の会社では卒業前の就職運動を始めかけた傾向があった。それでもさすがに初年度だけに、34の大会社大商店が申し合わせの結果卒業後の採用を決定するほか、既に内定を出...
	そしてちょうどこの協定が施行された時期に、今日の新卒採用で使用される「内定」という言葉が用いられるようになったらしい。以前は「採用決定」といわれていたが、協定の影響により「採用」が卒業後ということになったため、それ以前の事実上の採用決定が「内定」と呼ばれるようになったようである。
	この「内定」という状態は、学生を不安にさせる要因となった。協定が存在するために正式な「採用決定」にはならない。決定する会社は存在したが、数えるほどしかなかった。「内定」を出す会社は「卒業後採用の申合せ」の方針により決定を留保し、単に内定を伝えるだけである。そのため内定者は「採用決定」ではないということに不安を覚え、更に履歴書を各会社に提出するようになった。その影響で、会社側も事務の手間が倍増することにもなった。それは提出書類に対する対応はもちろん、今日でも行われる「内定辞退」によって一方の就職口が...
	そうした様々な問題が重なったため、この協定の寿命は長くはなかった。2年目の1930年において、大会社でも卒業以前の採用決定が行われていた。驚くことに、協定呼びかけに名を連ねた三井物産、住友合資もその中に含まれていたのである。その後も年々にして卒業以前の採用活動を行う企業は増え、特に1933年の「インフレ就職」という言葉が就職関係者によって語られたほどの景気回復を節目に、「協定」破りによる採用申込は殺到した。
	この状況下で、協定会社による協定破りは後を絶たず、1932年に協定が改正されたものの、1935年6月、三菱の提案で協定は正式に破棄された。1932年に改正された協定では、4月以降の選考を1月15日以降の選考という内容に変わった。当時は卒業試験はだいたいどの大学でも2月か3月に行われていたため、この改正は卒業試験前の採用選考を行うのを許したことになった。これは、学生の修学において弊害を起こしてしまうことに目をつぶる結果となった。企業においては「歳末繁忙期に際し時期を得ざる」ために以前と同じ11月や1...
	その後の戦時期では、理系と文系で採用手順が異なる格好となった。理系就職においては、1938年の学校卒業者使用制限令により、大学の工学部と理工学部・工業専門学校・工業実業学校の学生就職が国家統制されることとなった。学卒者採用を希望する会社は、卒業前年の7月末までに大学・工業専門学校・工業実業学校別に、かつ学科ごとに希望する人数を所轄地方長官に申請することとなった。もちろんこれは卒業前の就職先を決めるためであった。この法令により会社側には大きな負担となったが、学生側への負担は少なかった。それはもともと...
	明治期から戦中までの変化において、当然学生側の就職活動体系に変化が生じた。当時の就職活動に関する十分な実証研究は存在しないが、断片的な資料からみる限り、就職部・課の制度化にともない、学生たちの就職活動はより高等教育機関に依存していった。さらに、新卒一括採用の普及やそれに伴う就職活動のハウツー本の多数出版での情報普及により、現在でも問題視される活動の形態・時期の画一化が進行、就職活動の開始時期は早期化し、卒業と同時の就職が標準化していく傾向がこの時期からみられるようになる。
	「新卒一括採用」に関して着目すべき特徴として、新卒者に対して待遇に差をつけない「一律」採用がある。この採用形態は戦前期にはまだ定着していなかったが、卒業した高等教育機関の機関類型（帝国大学―官立単科大学―私立大学―官立専門学校―私立専門学校）によって初任給水準等の待遇や昇進スピードに差が存在していた。しかし、その後の両大戦間期には各高等教育機関類型の平準化傾向があったため、戦間期には初任給格差が縮小されつつあった。この傾向が大きく促進され制度化されるのは第二次世界大戦期においてである。P12F
	「新卒一括採用」の原型は、このように戦前・戦中期に形成されていった。戦後期においては、それを広く普及させ、定着させていく環境がつくられていく。
	ii．戦後
	戦後初の大学卒業生は1945年9月卒業生であったが、卒業時点で就職した者は少なかった。戦時中の1943年から繰り上げ卒業というものが存在し、学生は本来卒業する時期の6ヶ月前の9月に卒業していた。1945年9月卒業生がどのように就職したかは不明であるが、北海道帝大工学部卒業生について、卒業1年後に「最近漸く片付いた形」と報告されているため、その時期の学卒者就職は困難であったのだろう。
	その後の1946年は日本の生産力が下落していたために就職難が心配されたが、会社の新卒採用意欲は高かった。その年の鉱工業生産指数が戦前の31.5%にすぎない状況であった。その状況下にも関わらず、東京帝大では就職率が景気動向を反映する経済学部でさえ、卒業試験終了者222名、求人数は200を超えた。この原因を推測すると、戦後経済が低迷している中で復興を遂げる際に必要な人材を、企業は獲得しようと必死だったのではないだろうか。
	卒業前の就職決定者について着目すると、数が少ないとはいえ敗戦1年後には卒業前の定期採用が行われていたことがわかる。東京帝大経済学部について見ると、卒業総数222名中就職決定者は20名であった。東京帝大以外の大学については定かではないが、卒業前の就職決定者が敗戦後すぐに存在していたことは興味深い。
	その後も大卒者への採用申込みは殺到した。戦中の卒業繰り上げ制度は1947年まで続いたが、1947年3月には、東京帝大においては復員した学生が大学に戻り再入学する事例があり、規定の単位数を取得し3月に卒業免状をもらう学部生が存在した。それゆえ卒業時期が不規則になったが、このような学生についても卒業前の定期採用がおこなわれていた。9月の規則的な卒業による学生の就職については、東京帝大経済学部で卒業生のうちに事務室に就職を申し込んだ学生は全員就職が決定していた。
	戦後においても卒業前の定期採用が行われていたということは、この時期には「新卒一括採用」という慣行が定着していたということだろう。ただ、ここでは東京帝大にしか主に触れていないため、その他の大学での就職率は定かではない。したがって、一概にこの採用慣行が一般的であったとは言えない。しかし、東京帝大において採用希望の学生が卒業前に内定を取れるということは、他の大学でも半数以上は卒業前に内定を取れたものと推測できる。
	戦後の大卒就職をみる上で重要なのが、次にあげる教育機関（主に大学）の変化である。
	戦後、日本において高等教育制度の改革が行われた。これにより高等教育機関類型は「大学」に一本化され、目に見える形ではその差は消滅した。このことが、「大学」卒業者を対象とする「一括・一律」採用システムを普及させる大きな要因でもある。P13F
	さらに、大卒就職をめぐる法的環境の変化とそれに伴う大学側の就職斡旋機関の整備も、新卒一括採用システム構築に貢献した。1947年に職業安定法が成立したが、当初は学校等の政府以外の機関がおこなう職業紹介事業はすべて労働大臣の許可制であった。このことは法律制定を推進したGHQの方針であるが、その内容は戦前期から自律的な職業紹介事業を行ってきた教育機関側にとって大変不都合なものであった。そのため、これに対して東京大学事務局から強い反発があり、それに伴い労働省も法改正を進めた。こうして1949年に職業安定...
	その後の高度経済成長期において、経済成長とともに大学数は著しい速度で増大した。1955年に228校であったのが10年後の1965年には317校、さらに10年後の1975年には420校と、10年おきに100校のペースで大学が新設されていった。また卒業者数も比例して増大しており、高度成長期以前の1955年には9万5000人から10年後にはその2倍近い16万2000人に、さらにその10年後には55年卒業者数の3倍をこえる31万3000人までに達していた。
	こうした変化に伴い、就職・採用プロセスの変化が起こった。第一に就職・採用活動の顕著な早期・長期化傾向、第二に学歴主義にかかわる変化、第三に学生が企業に出会う方法の変化である。
	第一の早期化・長期化傾向の原因として、企業の旺盛な採用意欲と「一括・一律採用の定着」だと伊藤は言及している。彼は「求人難」がいわれるほど企業が旺盛な採用意欲を持っていたことに加え、「一括・一律」制度により、雇用側は能力の高い学生を早期に獲得することが重要であると考えていたこと、いわゆる「青田刈り」（この言葉も同時期の1960年代に登場した）が影響したと述べる。一律制度では学生の能力が賃金に反映されないため、能力の高い人材を獲得するほうがコスト削減になるのである。P14F
	第二の学歴主義にかかわる変化に関して伊藤は、「この時期に，大学ランクと企業ランクがそれぞれに清緻化され，両者が明確に『連結』させられることで，大卒就職・雇用問題はわが国の学歴主義をもっとも顕著に表象し，広範な人々の関心を引く問題となった」P15F Pと述べる。新卒大量採用により大学での専攻分野と就職先との専門分野の「連結」関係を弱め、その結果「学部無視の有名大学主義」が生まれた。
	大学ランクと企業ランクの連動は、「一括・一律」採用システムと旧高等学校類型、経済成長における大量採用に起因するのではないかと考える。つまり、この時期では旧高等学校類型別の学力にある程度の信頼があり、したがって有名大学出身の学生が優秀な学生と定義される。これに大量採用と一括・一律システムが追い打ちをかけ、有名大学卒の学生獲得競争が始まる。事実、大量採用であるからとりあえず学部学科は関係なく、特に専門分化の程度が低い社会科学系を中心にそこを主体とする大学の構造が形成され、結果的には大学と企業の序列構...
	第三の「学生が企業に出会う方法の変化」とは、大卒就職・採用の「推薦」制度から「自由応募」への変化であり、その変化には就職協定が大きくかかわっているといえる。その変化を伊藤は次のように説明している。
	1953年の戦後最初の就職協定は，大学が学生の「推薦」を一定時期以降にしかおこなわないとする内容をもつものであったが，その後の高度経済成長期の協定で「推薦」に関する規定は姿を消していった．（中略）しかし（中略），求人配布の際の大学選別や「指定校制」，さらに後の時期に登場する，大学OB・OGによる「リクルーター制度」といった，別の形態での大学と企業との「連結」関係は存続し続けた．すなわち「自由応募」による就職の増加は，フォーマルな形で大学が就職の主導権を握った時代が終わったことを意味したといってよい...
	ここで触れたいのが、第三の変化については必ずしも学歴重視の採用活動にならないと同時に、伊藤のいう「大学が就職の主導権を握った時代が終わった」ことにはならないということである。苅谷によれば、1960年代はまだ「推薦依頼大学」の制度であったが、それはそこでの教授推薦という実践であったため、どの大学のどの教授に推薦を依頼するかという企業側の決定が入職口を決める選抜でもあったP17F P。つまり、「推薦」制度とはいえその推薦依頼は企業側が行っていたということである。したがって、「推薦」制度があったからと...
	ここまで新卒一括採用の成り立ちを見てきたが、疑問点もある。それは、大学卒が増えたのは高度経済成長期以降のことであり、それ以前はいわゆる「エリート」と呼ばれ希少な人材であったため、注目すべきことではないのではないかということだ。
	たしかに、大学卒者の数が増大してきたとはいえ、1960年代は全体でみれば大学・短大等高等機関への進学率は低く、1966年では16.1％だったP18F P。やはり、高等教育はエリート段階にあったということである。
	しかし、その時期の採用活動を国際比較すると、日本での労働異動に占める新規学卒市場のウェイトが大きく、「長期雇用」の慣行と結びついて、転職市場の役割が小さいことがわかるP19F P。したがって、そのころから既に学卒時の就職先の決定が非常に重要になっていたということである。
	さらに、この時期の新卒一括採用に注目すべき理由がいくつかある。それは、①「一度就職すれば, それがそのまま『多くの人にとって一生の仕事となる』」こと、②その決定に大きな力をもたらした「推薦依頼大学」制度、③「できれば大学へ, できれば一流大学へ子供を入学させるため」の「熱狂」の沸騰である。
	①の問題点としては、「求職者にとっても, 求人側にとっても, 学卒時での選択と選抜が, 人的資本形成のその後に大きな影響を及ぼす決定として見なされていたということである」。
	さらに、②の制度によって教育と職業との結びつきがあることで③のような現象が湧き起こった。その結果、「大学入学という『入り口』の競争に参加しようとする人びとの裾野が広がり, 『一流大学』をめざす受験競争が激化し, 入試選抜の結果が, 大学教育の『出口』である就職のチャンスと結びつくという関係ができあがって」P20F Pいったのである。
	やはりそのような点で、筆者自身が抱いた「大学卒というその一時点で将来が決まってしまうような感覚」は、程度の差とそれを感じる人の数は違うが、昔も今も強かったといえるだろう。上の指摘を総括し、苅谷は「激しい受験競争という入り口をめぐる選抜をベースに, その結果とほぼ直結する形で, 大学から職業への移行の時点が――当時の人びとの見方に従えば――その後の長い職業生活を決める『唯一』の選抜の機会となる. ライフチャンスの配分という点から見て, この一時点の重要性は, 他の社会とは比べものにならないほどの大...
	大卒者の増加数に戻るが、1970年以降は確かに客観的数値を見ても上昇している。「大卒（四年制のみ）就職者数で見ても, 1965年には135,321人であったのが、70年には187,691人に, 75年には232,558人に,さらに80年には285,056人にまで増大する。 65年を起点にとれば, この15年間で倍増しているのである」P22F P。苅谷によれば、「学歴インフレ」や大卒者の「質」が問題となり始めたのもこの時期であり、このような供給側の変化を見れば、学校歴による就職先の差異も発生すると...
	iii．1990年代から現在
	現在の大卒就職・新卒一括採用を分析するにあたり、平成期である1990年からの流れを追うこととする。
	現代の動きについて本田（2011）は、1990年から2010年の20年間で、日本の大卒就職は大きな変動をしてきたという。そうした変動を4つの期間に分けて説明すると、①バブル経済下における採用需要の著しい拡大が起きた80年代末から1990年頃、②就職氷河期・超氷河期と呼ばれる採用冷え込み時期であった1993年頃から2004年頃、③「いざなぎ超え」P24F Pと呼ばれる好景気下での採用活動再活発化、④2008年秋に発生した金融危機の影響から発生した「内定切り」と、再びの新卒採用抑制、となる。そして、...
	その過程を考察するが、今回は年歴を追うのではなく、それぞれのデータからここ20年間の変遷を追うこととする。
	まず、卒業後の進路別に新規大卒者（以下、新卒者）数を示したグラフを見ると（図1－1）、「バブル期」である1990年代初頭から新卒者の総数が大幅に増大し続けていることがわかる。これは、前に述べた大学数と大学進学率の増加が影響していると考えられるが、この時期に起きた大学側の変化として「大学設置の規制緩和」がある。これにより大学の入学定員が拡大し、大卒者の実数も増加したP25F P。
	93年頃から2004年頃の「ロスト期」においては、新卒者の中で、就職も進学もしていない者（グラフ「左記以外の者」）が大きく拡大し、「一時的な仕事に就いた者」もやや増加している。両者を合わせると累計128万人にもなる。一方、その時期の「就職者」数は、変動はあるものの約30万人の水準で推移している。このことから考えて、「バブル期」において増大した新卒者が、ほぼそのまま「左記以外の者」「一時的な仕事に就いた者」になったと考えられる。
	その後の「ポスト期」では、2003年に「左記以外の者」「一時的な仕事に就いた者」の合計数が最大の約14万8000人に達したが、その後には減少し、代わって「就職者」数が2004年から2008年まで増加している。しかし、2008年時点においても「左記以外の者」「一時的な仕事に就いた者」の絶対数は7万人以上にもなり、新卒者全体の約13%を占めている。
	さらにその後「第2ポスト期」にあたる2009年には、就職者は微減し、「左記以外の者」が微増している。これはたしかに2003年頃の状況と比較すれば、その後の就職状況は好転している。2003年時点で「左記以外」「一時的な仕事」の合計比率が27％に達しており、大卒者の4人に1人は不安定な状態のままで卒業していた。しかし、1990年頃までの状況と比較すると、新卒就職というルートから外れた大卒者は相当大きな規模で今もなお存在している。P26F
	次に、大学進学率と大卒者の就職率を男女別に示したグラフを参照することとする（図1-2）。
	ここではじめて本論文で「女性」の大卒就職について言及することとなるため、女性の大卒就職について簡単に触れておく。はじめて女性の「旧大・新大卒」が推計されたのは1973年であり、それ以前は「小学・新中卒」「旧中・新高卒以上」の2区分しかなかったため、高等教育卒女性は統計上、無視できるものとされたP27F P。1985年に男女雇用機会均等法が制定され、企業はコース別雇用管理制度を設け、大卒・短大卒女子就職者はこの制度によって振り分けられた。その頃は大卒男性就職者が22万3000人いたのに対して、女性...
	このグラフで指摘されていることとして、①大学進学率の一貫した拡大傾向は特に女性で顕著であること、②大卒者内での就職率は「バブル期」までは80％前後の高水準で推移していたがその後急低下し、2005年頃から再上昇しているが「バブル期」の水準には達していないこと、③就職率を男女別に見ると2000年頃までは女性が男性を下回っていたが、その後は女性のほうが男性を上回っていること、などである。男女別の就職状況については、たとえば就職状況がもっとも悪化していた2003年においては、「一時的な仕事に就いた者」の...
	続いて、新卒者に対する企業からの求人数と求人倍率の推移を示す（図1－3）。「バブル期」から「ロスト期」への求人数・求人倍率の急降下は著しく、1990年代末にわずかな回復を一時的に見たのち、2006年頃からいずれも急激に回復している。特に2008年・2009年3月卒の求人総数はバブル期のピークであった1991年を上回った。しかし、2010年3月卒については求人数および求人倍率は再び大きく減少しており、ここに「第2ロスト期」の兆しが現れている。
	なお、2009年3月卒業者については、この図においては求人数が好調と出ているが、内定を出した後に金融危機が発生したことから、「内定取り消し」問題が顕在化した。2009年4月30日の厚生労働省発表によれば、3月に大学・短期大学・専修学校を卒業した者の中で「内定取り消し」は1,701名、「就職時期繰り下げ」（自宅待機、入社日の延期）は548名である。「第2ロスト期」は2009年3月卒業者の一部においてまず表れ、2010年度3月卒業者において本格化したといえる。P29F
	ここまで2009年までの動向を追ったが、ここからは2009年から2013年までの就職率等を追うこととする。図1-1では人数で表を掲載しているため、比較しやすいよう昭和25年（1950年）からのグラフを掲載した。さらに、2009年から2013年の就職率等を拡大したグラフも掲載する。
	（図1-4 学校基本調査）
	図1-4を見ると、リーマンショック後の平成21（2009）年から22（2010）年には就職率が落ち込み、「一時的な仕事に就いた者」と「進学も就職もしていない者」が上昇し、「進学率」も若干上昇した。しかし、その後の就職率は徐々に上向きになり、2013年にはリーマンショック以前の就職率とさほど変わらない数値になっている。
	しかし問題なのは、「一時的な仕事に就いた者」「進学も就職もしていない者」の比率が、落ち込んだといえどもある一定量を占めるということである。その比率が上昇した平成5（1993）年から8（1996）年の比率と、2013年の比率が変わらない結果となっている。
	さらに、平成24（2012）年から「正規の職員等でない者」（雇用の期間が１年以上で期間の定めのある者で、かつ１週間の所定労働時間が４０～３０時間のもの）が数％存在する。これが追加されたのは、同年10月に「労働者派遣法」改正が行われたことが理由と考えられる。さらに、平成24（2012）年から25（2013）年でその数値が少し上昇している。加えて、この「正規の職員等でない者」は、このグラフを見る限り就業者数として数えられているため、就職率が上がったからといって不安定な雇用状態で卒業する学生が減ったとは...
	第3節　就職協定
	新卒一括採用を紐解くなかで重要な要素が、「就職協定」である。これは1953年から1996年まで存在したが、この就職協定は前述の1928年に制定されたものとは異なり、卒業後の採用銓衡をとりまとめたものではない。「就職協定」とは、卒業前に採用選考をおこなうことを前提に、選考開始日を決定する協定であった。
	事の発端は、1952年に文部労働両省が事務次官名で出した通達であった。当時の採用選考は10月頃に行われていたが、その通達で「教育計画に支障を来たし、学生の向学心を阻害するため、採用選考は1月以降に実施するように」と、都道府県知事、国公私立大学長、民間団体代表に指示した。しかし翌年春は、旧制大学の最後の卒業生と新制大学の最初の卒業生が同時に就職活動を行うことになっていた。その時会社側は、新制大学卒業生よりも旧制大学卒業生のほうが優秀だと考えており、彼らを早期に確保したいと採用活動を早めていた。そう...
	しかし、その後1997年の就職協定廃止まで就職協定は効力をそこまで発揮しなかった。その頃の高度経済成長のなかで会社の採用意欲は強く、1961年には大会社は10月より前の7月に採用活動をほぼ完了するほどであった。「青田買い」という言葉が登場したのもこの頃で、その年の朝日新聞での記事が最初だと思われる。そして翌年の1962年に日経連は「守られない協定を維持することは、業界の良心が許さない」とする「野放し宣言」を出し、就職協定から離脱した。つまり、就職協定は大学側だけの問題となったのである。その後66...
	以前の協定が効力を持たなかったといえども、廃止されてからの数年で就職活動の開始時期が半年から1年ほど早まってしまった。そこで2003年、日本経団連（以下、経団連）は「2004年度・新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章」を発表した。倫理憲章は、「卒業学年に達しない学生に対して、面接など実質的な選考活動を行うことは厳に慎む」との内容である。2008年には、経団連加盟約1200社のうち7割以上の895社が署名した。しかしこれも、署名した企業にさえ効力を持たない。署名した企業のうちそのほとんどが、...
	第4節　新卒一括採用の意義と論理―時代を経ても制度が変わらない理由
	繰り返しになるが、新卒一括採用とは新規学卒者（本論文ではとくに新規大学卒業者）を卒業と同時に採用することであり、この採用制度を取ることができる会社は一般にある程度以上の規模の会社である。
	その採用制度の意義として、野村(2007)は以下の点をあげる。
	第一に、在学中の学生を審査し内定を出すことは、企業が学校における専門教育を軽視していることを示している。これは当然と言えば当然のことである。理由としては、大学の教育制度が関係している。1990年代半ばまでは大半の国公立大学が教養部制度をとっていたため、専門課程としては3年生の成績だけが対象となる。大学新卒定期採用では卒業試験前の4年生を対象として採用活動が行われるため、採用審査を行う段階で学生の専門知識を審査できない。1990年半ば以降、それまでの教養部制度は解体されたが、カリキュラムとしてはほ...
	第四として、新卒一括採用では新卒者はほぼ同年齢であり、それが昇進競争を繰り広げるための同質集団を作るという点で、企業にとって都合が良いのである。一斉に同じ時期に同じ年代の社員が入社することで、いわゆる「同期」と呼ばれる仲間ができる。入社時点でのスタートラインがほぼ全員同じであることもあり、社内における昇進競争はこの同期間で行われる。P32F
	加えて野村は、新卒一括採用が会社の人事管理にとって以上の意義を持つための前提として、新卒採用された社員が長期的に同一企業にとどまる、という条件をあげるP33F P。なぜ企業が長期雇用をするのかは前項で述べたが、これは明らかな理由があって長期雇用をするというわけではなく、歴史がそうさせた部分が大きいだろう。すなわち、日本の工業化が進んだ時代には人員確保が必要であったため、まず人員確保を行い確保した人員を教育するため、長期間雇用がむしろ「必要だった」という理論が生まれたと考える。だが、今日そうした明...
	さらに、少し文献を離れて企業・学生の両者に新卒一括採用は利点としてどう働くのかを考えたい。企業・学生の順で考察する。
	人材サービス会社である株式会社アイ・キューのホームページ「新卒採用.jp」に記載されている、企業における新卒採用のメリットは以下のとおりである。
	1） 均質な若年労働力の確保
	日本の新卒者は、3月に大学を卒業し、4月から働きはじめるというパターンが定着している。そのため、新卒採用を行うことで、年齢・学歴・社会経験などの面でほぼ均質な人材を、同時期にまとめて迎え入れることができる。採用、受け入れ手続き、教育などを一括して実施できるため、一人当たりのコストダウンも図れる。
	2）コア人材、リーダー候補の確保
	将来、企業の中核を担い、経営の中心となるような優秀層の人材を中途採用で獲得することは非常に難しい。ポテンシャルの高い新卒者を採用し、社内で育成する方が確実性は高いと考えられる。
	3）組織の活性化・強化
	若い新卒社員が入ってくることで、組織全体がリフレッシュする。既存社員は、新入社員に教えることで経験を言語化し、自らも成長できる。また、「同期」という横のつながりを持つ新卒は、縦割りの組織に横糸を通すことができる。部門間の連携などで重要な役割を果たす可能性がある。
	4）企業文化の継承
	特定の企業カラーに染まっていない新卒は、自社の風土になじみやすく、伝えていきたい企業文化の担い手としては最適である。バブル崩壊後の数年間、新卒採用を極端に抑制していた企業では、その後ベテランと若手をつなぐ中堅層の薄さに悩まされる例が見られた。そのため、新卒を毎年定期的に採用し、年代別の組織構成を維持していく意味を見直す企業が増えている。
	5）採用活動が企業広報にもなる
	中途採用に比べ、新卒採用の場合は母集団を大きく取るのが一般的である。メディアや会社説明会などを通じて、企業の生の姿を広く告知することになり、将来の顧客や事業パートナー、（中途採用で入社する）従業員を生み出すPR活動ともなる。P34F
	企業にとってこのような様々な利点があるが、企業が新卒一括採用を行う一番の利点として、採用市場の規模の大きさが関係している。これは、歴史的な経緯や企業への聞き取り調査結果に基づいた考察である。最終学歴である大学に在籍する者は、もちろん特定の職業に就いているわけではない。それゆえ、市場が大きい。特に新規事業拡大を図る企業にとっては、格好の人材獲得市場であろう。
	そして、なぜこの慣行が今もなお続いているかの説明として、そうした制度が一度浸透してしまうと、良い学生を採用するためにはその慣行に逆らえないということがある。これはその制度が確立してから後の時期に限定されるが、前述した1928年協定を早々に形骸化した有力銀行会社の事例からも、その事実は明らかであるP35F P。ここでいう「良い学生」の定義が曖昧であるが、企業にとっての良い学生とはおそらく入社後にその会社の事業に貢献しうるだけのパフォーマンスが発揮できそうな学生のことであろう。ただ、その見極める基準...
	加えて野村（2008）は、卒業前の採用決定という慣行が継続している決定的な理由として、学生の勉学意欲が最終年度に落ちることを会社は気にしていないことをあげる。これは昔からそうであり、安田保善社は学生の「人物像」を採用基準としていた。つまり、最終学年の学業成績などは些細なことであった。続けて野村は、「そのことは、採用にさいしても学業成績やペーパーテストよりも面接が重視され, ペーパーテストでもSPI適性検査のようなものが重視されることに表れている」と述べる。P36F
	彼の主張に対して、たしかに大学の成績を気にしない企業の態度はその通りであるが、必ずしも企業が人となりを重視するとは言い切れない。今日企業の多くは、新卒採用の際にSPIと呼ばれる適性検査やその他適性・能力検査を行っている。これは実体験の話だが、SPI適性検査といえども基本的な数字計算や漢字問題などの能力検査が行われる。これらは直前に対策をして臨む人が多く、その人が潜在的に持っている能力ではない可能性が高い。さらに、今日ではインターネットが発達し自宅で適性試験を受けることができるようになったが、その...
	企業が新卒一括採用をする利点は以上の事項が挙げられるが、学生にとっての利点についても考えてみたい。
	利点といえば第一に、企業と同様、「良い企業」（ここでは有名企業と定義しよう）の採用選考を受けることが出来る。大企業・有名企業はたいてい採用活動を早くに始め締め切ってしまうため、その時期に合わせることでその企業の選考を受けることができる。ただ、その時期というのは現在でいえば大体が3年次の12月から4年次5月の間である。したがって、「新卒一括採用」の定義「卒業前の採用」という意味で考えると、それ以降の時期で「良い企業」に出会う機会は少ない。それゆえ、完全に利点であると言い切ることができない。
	第二に、就職活動の情報やサポートを得る機会が多いことである。就職活動時期が決まっていれば、たいてい自分の周りにいる学生も同じように就職活動をしている。加えて、卒業前であれば大学付属の就職課・キャリアセンターなどを利用しやすい（あくまで「利用しやすい」のであって、卒業後もサポートをする大学も存在する）。大学側から就職活動に関する案内を受け取る機会も多いだろう。そのような条件下では、友人同士での情報交換も容易であるし、情報を能動的に得ようとせずとも就職に関する案内が飛び込んでくる可能性が高い。したがっ...
	第三に、卒業後の進路が決まっている状態だと「自分の所属コミュニティー」がなくなる時期がないため、不安が少なくなる利点がある。たとえば、昔の日本や諸外国のように卒業後に就職活動を行うとなれば、学生でも社会人でもないいわゆるニートとして過ごすことになる。たとえ職についたとしても、フリーターとして収入が安定しないなかでの生活となる。そうした「自分の所属コミュニティー」がどこにあるのかわからず不安定な状況では、学生のみならず一般人にとっても不安が多いことだろう。自ら自由な働き方を求めて非正規雇用のような...
	両者に利点はあるといえども、この採用制度は企業学生両者にとって負担が大きいことは事実である。詳しい問題点の指摘は次節に譲るが、この採用制度によって両者にとって非効率かつ不幸な採用が行われていることは問題である。
	さらに、この採用制度はとくに学生への負担が大きいことを指摘したい。なぜなら、企業は自分たちの都合で採用を行うことができるが、学生は自分の都合で選考を受けることができないからである。これはあたり前のことでもあるが、たとえば大企業において、学生がその企業のエントリー時期を過ぎてしまってからその企業への志望度が上がったとしても、たとえ理由が明確であれ学生にその企業の選考を受ける権利はない。さらに、複数企業から内定をもらう学生がいるなかで、長期間にわたって就職活動を行っているにもかかわらず1社も内定をも...

	卒業論文第2章
	この章では、前節での歴史的背景・社会的背景から生まれた日本の新卒一括採用制度は現在どのような形で行われているのかと、そこで生じる問題点を述べる。さらに、日本でも稀に見る新卒採用を行う株式会社ワークスアプリケーションズの方法から、現在の新卒一括採用の問題点をさらに明らかにすると共に、問題解決の示唆として考察したい。
	第1節　採用制度の内容と特徴
	第二の利点は、学生にとってこのインターンという場は、自己成長や将来の自己キャリアを考える非常に良い機会になることだ。筆者自身も、同社インターンで将来の理想像に合わせた企業選択をする重要性を再確認することができ、自信の就職活動を見直すことができた。前述した「キャリアミッション」というプログラムがあるほどなので、同社側にもそうした意図があるように思う。
	第三に、これは学生・同社双方にとっての利点だが、本当に優秀な学生に出会うことができ、学生同士ではそのような学生と同じ場で議論できることである。「大学全入時代」と呼ばれ、さらには大学ランクと頭脳レベルが相応しない現代では、本当に優秀な学生と出会うことが企業・学生共に難しいと感じる。同社が掲げる「優秀」の定義とは、論理的思考能力と発想転換力がある自ら物事を考えることの出来る学生である。そのような学生は同社が求める人材でもあるが、学生にとっても会う価値があると思える者なのだ。そのような学生同士が出会う...
	第四に、就活生や、特に遠方から首都圏で就活をする学生に生じる金銭的問題も解決でき、同社にもメリットのある構造となっている。就職活動には金がかかる。特に、遠方から首都圏に来て就職活動を行う者にとって、金銭問題は深刻である。地方からの交通費に加え、宿泊費、食費がかさむ。同社インターンでは報酬があることは前述したとおりだが、それに加えて遠方から参加の学生には交通費を支給、さらには無料で宿泊所を提供してもらえる。実際に参加した地方学生は、食費と不慣れな経路以外には苦労しなかったようだ。学生にとって大変あ...
	最後に、参加条件が大学在学生であるため、企業エントリーピーク時を逃しても選考に参加できることが利点として考えられる。学生にとって、就職活動は一発勝負だ。その勝負時は、12月頃から5月までだ。その短期間に企業と出会う機会を逃すと、その採用選考を受けたいと思っても参加できない場合が多い。特に大手企業に関してはそれが顕著である。それは、早く優秀な人材を確保しておきたいという企業の考えが表れた結果であるが、果たして優秀な人材が早めに就職活動を終えると言い切れるのだろうか。前々節でも述べたが、たしかに学校...
	この他にも同社にとって良い宣伝効果になることなどが期待できるが、以上が筆者の考える主な利点である。
	非常に合理的な採用方法であると感じるが、企業や学生にとっての難点も考えられる。そこで以下の項では、同社インターン採用で筆者が疑問に感じた点の聞き取り結果を記載する。
	Uv. 聞き取り調査結果
	質問項目⑤は、以上の採用活動の結果入社を決意した学生に対して、他社や他の進路に流れないための工夫を意図して尋ねたものだ。これは、入社前の人材育成で入社後のコストを格段に抑えられるという、他社でもありがちな考え方に基づく。
	同社はこの質問に対して、キャリア支援のための個別面談は行うが、そうした研修・育成はしないという。理由は前項ivで取り上げた創業理念の通りである。新卒担当者はさらに、そのような研修の機会を与えることで、かえってその人材を駄目にしてしまうことになりかねないと付け足す。同社は、与えられてできる人材ではなく、自分にとって必要なことを考え、それをどんどん吸収する自発的な人材を求めるからだ。もちろん入社パス取得者や入社を決断した学生に対するコミュニケーションは発生するが、特に教え込むことや同社からの情報提供...
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