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要約要約要約要約 

本稿は「大学院修了者の雇用改善に向けて」と題しているように、大学院修了者特に大学

院博士課程修了者の雇用情勢を改善したいという趣旨のもとに展開されている。大学院修了

者の雇用・キャリアパス問題に関する先行研究としては小林（2008・2010）や水月（2008・

2010）が挙げられ、ポスドク 1 万人計画などの政策も見られるが雇用改善の兆しは見られ

ず、またその問題の根源は多岐に渡っている。そのため、本稿においては大学院修了者を取

り巻く現状を明らかにし、その問題を分析した上で、多角的視点より政策提言し、大学院修

了者がアカデミックに捉われずその能力を発揮することが可能なキャリアパスの形成の支

援を行うことを目標としている。 

まず、第 1 章では、大学院の現状、大学院修了者の進路状況、加えて大学院博士課程修

了者の進路状況について論じている。国公私立大学の分野別の大学院の設置数や、大学院修

了者数の年度ごとの推移と就職率について文部科学省「学校基本調査」を元に提示している。

また、修士課程修了者と博士課程修了者での比較を行い、特に進路が不安定である博士課程

修了者の専攻別就職率や、文理別の進路状況についての考察を加え、文理・専攻別の差異が

見られることを明らかにしている。 

第 2 章では、大学院修了者の雇用不安の要因分析を行っている。分析については①政策

要因②大学要因③企業要因と大別している。①では日本の大学院の成り立ちから、近年の政

策についての流れ、②では、その政策に連動した大学側の動き、③では企業が大学院生を採

用するにあたっての調査からの分析を主に論じている。尚、それぞれの関係性についても言

及する。 

そして、第 3 章では前述の現状・分析から導き出した現時点で有効と考えられる政策を

「大学院人材バンクの設立」という形で提言する。その特徴は以下の通りである。 

 

大学院人材バンクの設立 

大学院修了者の雇用問題・キャリアパスについて各大学院独自の分散型ではなく、全国的

共通認識を元に組織する。大学院生と企業を始めとした外部機関との架け橋となり、大学院

生のキャリアパスについて徹底的に支援する。 

 

大学院人材バンクの機能 

①大学院以外のセクターを巻き込んだ、全国的な改善を果たす 

②大学院生の意思を尊重した上で、キャリアマネージャーとの信頼関係の構築 

③キャリアマネージャー自身への教育 

④大学院生とキャリアマネージャー双方にハンドブックを用意 

⑤系統立てたキャリアマネジメントの実施 

 

第 4 章では、大学院人材バンクについて①管理②外部機関へのアプローチ③教育の３点

からその効果を検討し、大学院人材バンクの展望を提示する。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 本稿の目的は、大学院博士課程修了者を社会において有効活用させるための雇用に安定化

を図ることである。大学院博士課程修了者は、「君には優秀な研究者になる可能性がある。」

と、教員によって勧められ、自らのキャリアアップを意図して大学院に進学、その後博士課

程にまで進学したのである。しかし、大学院博士課程修了者の就職は不利な状況となってい

る。そして、大学進学を勧めた教員は「あなたの責任ですよ」といった形で特に就職支援も

していないことが少なくない。また、大学への就職が決まっても非常勤講師として、月収

15 万円程度で、社会保障もなく働いている大学院博士課程修了者が多くいるという現状が

ある。2（水月 2010） 

そこで、本稿では、大学院博士課程修了者が、社会において有効活用されるよう、外部と

の連携をとれるようなキャリアパスを、主に文献調査、学校基本調査を基に調査していく。

キャリアパスとは、人事労務用語辞典によれば、「ある職位や職務に就任するために必要な

一連の業務経験とその順序、配置移動のルート」のこととされているが、本稿においては進

路という定義付けとする。 

学部生に対するキャリアパスの整備は着々と進んではきているものの、大学院修了者への

キャリアパス支援に関しての整備は未だ整っていないという現状となっている。大学院博士

課程修了者への先行研究としては、小林 (2008、2010）、水月（2008、2010）などがある

が、いずれも大学独自の就職支援に留り、日本国内及び海外の大学院修了者の雇用不安の現

状を挙げるといったものである。本稿では、大学院修了者のキャリア支援政策を大学院博士

課程に絞った上で、諸制度の弱点の分析を行ない、「大学院人材バンク」という大学および

外部機関との連携を図るキャリアパスの導入を政策として提案する。 

 分析方法としては、大学院博士課程修了者の雇用不安要因を、①政策要因、②大学要因、

③企業要因の 3 つの要因に分けて分析を進める。①現行の政策に関しては文献及び文部科

学省の答申をもとに調査を進める。②大学の要因に関しては、主要な大学の生活実態調査を

まとめ、大学院生の動向を調べていく。③企業側の分析としては、大学院教育と企業の求め

る人材像とのミスマッチに注目して、経団連資料、文部科学省資料を基に調査を進めていく。 

 政策としては、大学院生を専攻別、取得技術を集約し、大学院修了者と、他大学及びシン

クタンク、企業などの外部機関とをマッチングする機関を提案していく。大学院種修了者を

進路未決定のまま「死亡・不詳」という形にするのではなく、進路や就職が安定するまで徹

底的にサポートし、進路が決まらない大学院修了者に対しては、企業で活躍できるように再

教育をしてくことのできるような機関を提案するといった形にする。 

                                                      
2水月昭道（2007）『高学歴ワーキングプア「フリーター生産工場」としての大学院』光文社新書 
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第1章 現状と問題意識現状と問題意識現状と問題意識現状と問題意識 

第第第第1節節節節    大学院大学院大学院大学院の現状の現状の現状の現状 
 現在国立で 85校、公立で 65校、私立で 448校の大学院設置されている。これは、国立

で 99％、公立で 87％、私立で 76％の大学が大学院を持っているということになる。【図 1】

また、在学者の状況を見てみると全体の約 60％を国立が、約 35％を私立が占めていること

が分かる。【図 2】 

 

【図 1】      大学院を置く大学、置かない大学大学院を置く大学、置かない大学大学院を置く大学、置かない大学大学院を置く大学、置かない大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：全国大学一覧 平成 20年度） 

 

【図 2】             在学者の状況在学者の状況在学者の状況在学者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（出典：文部科学省「学校基本調査」） 
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第第第第2節節節節    大学院修了者の進路状況大学院修了者の進路状況大学院修了者の進路状況大学院修了者の進路状況 
大学院博士課程修了者は、平成 21年では 16、463人である。また、平成 3年の博士課程

修了者に比べて平成 12年度においては約 2.1 倍、平成 21 年には約 2.7 倍と、大学院修了

者は年々増加傾向にあるということが分かる。また、就職率に関しては、平成 3 年度から

平成 15年度にかけて減少傾向あり、徐々に回復してきたものの、未だ 64.3％と低い数値を

表し、約 35％の大学院修了者の進路が不安定な状況にあることが分かる。【図 3】 

 

【図 3】   博士博士博士博士課程修了者数と進学率及び就職率の課程修了者数と進学率及び就職率の課程修了者数と進学率及び就職率の課程修了者数と進学率及び就職率の推移推移推移推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：文部科学省「学校基本調査」） 

 

 一方、修士課程修了者は、平成 21年度では、73、811人である。また、博士課程と同様

に、平成 3年に比べて、平成 12年度においては約 2.1 倍、平成 21年においては 2.7 倍に

人数が増加している。進路としては、主に進学と就職に分かれている。進学者は平成 15年

度以降年々減少する傾向にある一方で、就職率は、74.8％と、博士課程に比べて高い割合を

示していることが分かる。更に、平成 21年度において、進学者数と就職者数を合わせた人

数は 85.3％であり、進路の決定としては博士課程修了者よりも安定しているということが

分かる。【図 4】 

 そこで本稿では、特に進路が不安定である“博士課程修了者”に焦点をあて、その要因を

分析し、雇用改善の政策を考察する。したがって以下の文章は特に注釈がない限り“大学院

修了者”とは“大学院博士課程修了者”を指すこととする。 
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【図 4】    修士修士修士修士課程修了者数及び就職者数の推移課程修了者数及び就職者数の推移課程修了者数及び就職者数の推移課程修了者数及び就職者数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省「学校基本調査」） 

第第第第3節節節節    大学院大学院大学院大学院博士課程博士課程博士課程博士課程修了者の進路状況修了者の進路状況修了者の進路状況修了者の進路状況 
 

第第第第1項項項項 大学院博士課程修了者の大学院博士課程修了者の大学院博士課程修了者の大学院博士課程修了者の就職率就職率就職率就職率（専攻別）（専攻別）（専攻別）（専攻別） 

 大学院博士課程修了者の就職率は専攻分野別に大きな差がある。保健専攻の大学院修了者

は平成 3年から約 80％であるので、就職率としては安定しているということが分かる。ま

た、工学専攻の大学院博士課程修了者は約 60％～70％であり、他の専攻に比べて比較的安

定しているといえる。 

しかし一方で、人文科学専攻の大学院修了者は、約 30％と非常に低い就職率を示してい

る。社会科学に関しては、平成 12年までは理学や農学専攻の大学院博士課程修了者と同様

であったが、以降年々下降傾向にあり、近年では 50％程度に留まっている。工学、農学専

攻の大学院博士課程修了者に関しては、平成 13年度以降年々上昇している傾向にあり、平

成 20年度では 60％を上回っている。【図 5】 
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【図 5】  大学院博士課程修了者の就職率の推移（専攻別大学院博士課程修了者の就職率の推移（専攻別大学院博士課程修了者の就職率の推移（専攻別大学院博士課程修了者の就職率の推移（専攻別）））） 

 
（出典：文部科学省「学校基本調査」） 

 

第第第第2項項項項 大学院博士課程修了者大学院博士課程修了者大学院博士課程修了者大学院博士課程修了者のののの進路状況進路状況進路状況進路状況（文理別）（文理別）（文理別）（文理別） 

理系の進路状況理系の進路状況理系の進路状況理系の進路状況 

 理系の大学院修了者の進路としては、大学関係および民間企業がそれぞれ 2～4割を占め、

その他を教員・公務が占める形になっている。その一方で、理学で 18％、工学で 20％、農

学で 12％、保健で 18％が非就職または不明という形で、定職につけていない形になってい

る。【図 6】【図 7】【図 8】【図 9】 

 

【図 6】                 【図 7】  
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【図 8】                                           【図 9】 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省「学校基本調査」平成 20年および大学振興課「大学院活動

状況調査」平成 19年） 

 

 さらに、大学関係を大学教員・ポスドク・進学者と分けていくと、次のようになる。【図

10】保健分野以外の専攻者に関しては、ポスドクの割合が非常に高く、大学教授、進学者

と続いていく形になっている。保健分野専攻者に関しては、大学教員が大半を占め、続いて

ポスドク、進学者と続く形になっている。 

 

 

【図 10】          大学関係の内訳（理系）大学関係の内訳（理系）大学関係の内訳（理系）大学関係の内訳（理系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省「学校基本調査」平成 20年および大学振興課「大学院活動

状況調査」平成 19年） 
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文系の進路状況文系の進路状況文系の進路状況文系の進路状況                     

 専攻分野別に大学院修了者の進路状況を見てみると、理学、工学、農学を専攻する理系大

学院修了者は一般企業や公務・教員への就職が多いことに対し、人文科学、社会科学、教育

を専攻する、文系大学院修了者は、大学関係への就職が多い。したがって、理系大学院修了

者は学位の価値を理解してもらえる機会が多いことに対し、文系大学院修了者は企業に対し

て学位の価値を理解してもらえる機会が少ないのではないかということが予想される。ま

た、理系大学院生の非就職者の割合は各分野 10％前後にとどまっていることに対して、文

系大学院修了者の割合はその 2 倍以上になっていることも分かる。【図 11】【図 12】【図 13】 

 

【図 11】                                       【図 12】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 13】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省「学校基本調査」平成 20年および大学振興課「大学院活動

状況調査」平成 19年） 
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さらに、大学関係大学教員・ポスドク・進学者と分けていくと、次のようになる。【図 14】

社会科学、人文科学共に割合としては、大学教員が多数を占め、その後ポスドク、進学者の

順に人数が多くなることから、工学専攻の大学院博士課程修了者と同様の傾向を示している

ということが見て取れる。 

 

【図 14】       大学関係の内訳（文系）大学関係の内訳（文系）大学関係の内訳（文系）大学関係の内訳（文系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省「学校基本調査」平成 20年および大学振興課「大学院活動

状況調査」平成 19年） 

 

第第第第4節節節節    問題意識問題意識問題意識問題意識 
先に提示した資料が示す通りに、大学院修了者、特に大学院博士後期課程修了者の進路状

況・雇用情勢は厳しく、先の見えにくいものであることがわかる。ただ、上述のように大学

院修了者を取り巻く進路状況・雇用情勢については、専攻や個人を取り巻く環境によって大

きく異なることもまた事実ではある。しかしながら、大学院という大学学部より学問に対す

る深い洞察と専門性が必要とされる組織を修了した者が、そのまま自身の専攻を生かした職

に就けないことはおろか、それ以外の職にも就くことが難しいという現状は目に余るものが

ある。そして、このままでは日本の学問を支える大学院の衰退を招くことになるだろう。そ

のような事態になってくると、単なる大学院修了者の雇用不安というだけの問題ではなく、

日本の国益を損なう恐れは十分にあると言えよう。 

 以上、現状を踏まえた上での我々の問題意識とする。 
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第2章 要因分析要因分析要因分析要因分析 

  

さて、前章において現状より問題意識を明らかにした。この章では、そのような現状を招いた

要因について、①政策要因、②大学要因、③企業要因の 3つに大別して分析していく。①では、

政策によって大学院、そして大学院修了者はどのような立場に規定されていたのかということ

を、歴史的考察を交えつつ分析する。②では、政策によって大学院の立場が規定されていく中で

大学は大学院にどのような教育目的を持っていたのか、大学院修了者の雇用不安への直接的支援

の有無と大学院生の実態についての分析を行う。そして、③では、企業からの視点で大学院修了

者の雇用が不安定な要因についての分析を行う。この 3 つの分析により、大学院修了者の雇用

不安の要因のあぶり出しが可能となる。 

第第第第1節節節節    政策要因政策要因政策要因政策要因 

第第第第1項項項項 日本の大学院の成り立ち日本の大学院の成り立ち日本の大学院の成り立ち日本の大学院の成り立ち 

    これまでの政策を分析する前に日本の大学院の特殊性を認識しておく必要がある。1886

年に帝国大学令が発布された時に、日本最初の大学である東京大学は分科大学と大学院から

成ることが規定されていた。すでにこの時点では大学を教育・研究の場として、大学院を特

に研究の場として位置づけていた。ただ、戦前には既に日本の大学院進学者は大学学部進学

者に比べてごく小数であった。1935年時点では大学学部生と大学院生の比率では 3.7%であ

った。また、同時点での他国との比較で大学学部生の割合は人口 10万人あたり、ドイツ 103

名、フランス 196 名、イギリス 104 名であったところ、日本は 274 名であったのである。

この数字を見る限り、日本の高等教育は既に量的な発展が見られるものの、なぜ大学院は今

に至るまで諸外国と比べて定着しなかったのか。潮木守一氏が以下のように興味深い見解を

示している。 

 1909年当時東京帝国大学の大学院生数は 966 名、そのうち 500 名が法科大学に所属して

いた。しかし、5年後には 293 名までその数が減少したそうである。その原因は大学院が無

償から有料に切り替わったためである。では、なぜ学生は大学院に通っていたのかというと、

その多くは学問的研究を続けるためではなく、文官高等試験（現在の国家公務員Ⅰ種試験に

相当）の準備のための在籍だったのである。その後、一時期大学院生が増加した時期があっ

たが、それは就職事情が悪化したためである。このような事情を鑑みると、特に後者の事情

は、時代背景の違いはあるにしろ、現在一部で見られる「就職できないから大学院に進学す

る」などと同じように感じられる。そして、兎にも角にも戦前既に、学問研究のための機関
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としての大学院は認知されていなかったのである。そして、そのようになった原因は日本の

学位制度にもその端緒が見られる。 

 当時もちろん博士という学位はあったが、それは後述するような課程制度による博士号取

得というのは稀有な存在であった。では、博士号はどのようにして授与されたのか。それに

は３つのルートがあり、①5年間大学院で教育を受け、最終試験に合格し、博士論文を提出

した者②大学院教育を経ずに、博士論文を提出し、大学評議会での審査に合格した者③（博

士論文の提出を要せず）文部大臣の推薦（※大学評議会の 3 分の 2 の同意が必要）という

ものである。以上、1887年の学位令によるものである。特に②の流れである、「論文博士」

という制度は戦後占領期以降の高等教育改革のひとつの問題になっている。3学位令の改正

が行われる 1898年までの 11年間に 139件の博士号が授与され、116 名が③のパターンで

あり、②は 19 名、①が 4 名となっている。その後、大学総長推薦による博士号取得のルー

トもあったが、これは学界での評判が悪く、戦前は 1919年の 3 回目の学位令改正により、

推薦制度は廃止、先述の①に準ずる 2 年間の大学院教育と博士論文提出と②が残る形とな

った。それでも、1920年代から 30年代では 80％の博士号取得者は論文博士によるもので

あり、大学院の研究者養成の機能はやはり形骸化していた。 

 では、次に専攻分野別では博士号という学位はどのような扱われ方をしていたのであろう

か。戦前、分野別で博士号授与数は偏りを見せていた。1935 年以降医学博士は年間 1000

件を越えているのと対照的にほぼ同時期、法学博士は 10件程度である。1920年から 1940

年までだと、理系の博士の授与数に対し文学博士は 10件にも達していない。また、分野別

取得年齢別では、文学博士の 9 割が 40歳以上での取得であり、対して医学博士で 40歳以

上での取得は 2 割強である。このことから、自然科学系と人文・社会科学系での博士号の

扱いは多いに異なるものであるといえる。つまりは、自然科学系は研究者（大学教授）の任

に就くものとして博士号は取得してしかるべきものであるという考え方が根底にあり、対し

て人文・社会科学系では博士号は所謂「名誉」としてのある意味権威的な学位であると言え

る。また、戦前 1940 年当時 47 あった大学の教師陣はわずか 7000 人程度で、規模として

は小規模であり、大学教授養成は助手制度を援用した徒弟制度的養成法で事足りたというこ

ともある。4（教授養成に関しては各大学により差異がある、特に私立大学については独自

路線を歩んでいた機関もあるため一概には言えない。）以上、大学院設置時以降のそもそも

の位置づけの誤り、専攻分野別の博士号の位置づけの差、大学教授養成の組織的制度の確立

がなされていなかったこと、それぞれが戦前すでに存在していた。このことは戦後以降も

脈々と受け継がれ、現在の発生している博士号取得者の雇用問題の生じる遠因となってい

る。 

第第第第2項項項項 戦後の大学院政策から現代まで戦後の大学院政策から現代まで戦後の大学院政策から現代まで戦後の大学院政策から現代まで 

 これまでの政策を分析する上で欠かせないものとして、また第一章で述べた問題の端緒と

も言える政策として 1978年（昭和 53年）以降に進められた「大学院重点化計画」とがあ

る。そして、1974 年（昭和 49 年）に初めて法令として整備された「大学院設置基準」の

変遷にも着目する必要がある。以下この 2つのキーワードを軸に政策の流れを概説する。 

                                                      
3 土持ゲーリー法一（2006）『戦後日本の高等教育改革政策』玉川大学出版部 

4 バートン・クラーク編・潮木守一監訳『大学院教育の研究』東信堂、1999 
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 それまで「大学院」という組織は大学基準協会による大学院基準に拠っているものであっ

たが、1974 年（昭和 49 年）の「大学院設置基準」の制定により、初めて法令で課程の設

置と区分、及び博士課程の目的、修業年限などを制度化することになった。また同年、「学

位規則」の改正により、大学院の課程を修了した者に学位を授与することとするよう、課程

の修了と学位の関係を明確化させている。その後は 1976年（昭和 51年）の学校教育法の

一部改正（①大学院大学の制度化②大学院の入学資格に修士課程修了者を追加→博士後期課

程のみの独立研究科、独立専攻の設置を想定し独立研究科、独立専攻に関わる法令を整備）、

そして 1987年（昭和 62年）には国公私立大学の大学院の設備整備を対象とした大学院最

先端設備費を導入した。さらに、1989年（平成元年）の大学院設置基準の一部改正5（博士

課程の目的が「研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎

となる豊かな学識」から「研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門

的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識｣に差し替えら

れる。）のころから、東京大学法学部を始めとして、東京大学の他の学部、そして旧帝国大

学を中心に、研究大学における組織の中心的役割を大学院にシフトしていく。このような「大

学院重点化」がその他の国公私立大学を含めて大きな潮流となり、前章で述べたような問題

が発生していく要因となった。 

第第第第2節節節節    大学要因大学要因大学要因大学要因 
では、前章で述べた現状・問題意識と前節で述べたこれまでの政策によって、大学院修了

者、特に博士後期課程を修了し博士号を得た者の就職について大学はどのような支援をいっ

てきたのであろうか。まずは、そもそも大学側はどのような教育に注力してきたのか、また

大学側にどのような教育が期待されていたのかについて述べることにする。その上で、大学

側の大学院修了者へのキャリア支援対策について述べる。 

第第第第1項項項項 大学の大学の大学の大学の教育の分析教育の分析教育の分析教育の分析 

    まず大学は大学院生にどういった教育を重視しているのか、人材育成面で注力している

点について、下記のグラフを参照して分析する。なお、本項のグラフについては大学学部生

を含めて対象となっているので注意されたい。【図 15】【図 16】 
まず、文系・理系ともに「専門分野の知識を学生にしっかり身につけさせること」を第一

としている。このことは大学院という組織のアカデミックさを重視する風潮の現われとして

考察することができる。その他、文系・理系では大きな差異は特にないが、細かい点を着目

すると、文系においては、「教養教育を通じて学生の知識の世界を広げること」「理論に加え

て、実社会とのつながりを意識した教育を行うこと」などの教養・社会性が重視され、理系

においては「専門分野に関する他領域の基礎知識も身につけさせること」「知識や情報を集

めて自分の考えを導き出す訓練をすること」など理系研究に必要な素養の育成が重視される

傾向にある。 
 

                                                      
5新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院構築に向けて―答申 

2005 年（平成 17 年）9 月 5 日 附属資料 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05090501/021/003-2.pdf 
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【図 15】  人材育成の面で大学・大学院人材育成の面で大学・大学院人材育成の面で大学・大学院人材育成の面で大学・大学院が注力している点が注力している点が注力している点が注力している点（文系）（文系）（文系）（文系） 
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実践教育の実務に役立つ教育を行うこと

理論に加えて、実社会とのつながりを意識した教育を行う…

国際コミュニケーション能力、異文化理解能力を高めること

ディベート、プレゼンテーションの訓練を行うこと

チームを組んで特定の課題に取り組む経験をさせること

知識や情報を集めて自分の考えを導き出す訓練をすること

専門分野に関連する他領域の基礎知識も身につけさせ…

教養教育を通じて学生の知識の世界を広げること

専門分野の知識を学生にしっかり身に着けさせること

学部、研究科学部、研究科学部、研究科学部、研究科 

【図 16】  人材育成の面での大学・大学院人材育成の面での大学・大学院人材育成の面での大学・大学院人材育成の面での大学・大学院が注力している点が注力している点が注力している点が注力している点（理系）（理系）（理系）（理系） 
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チームを組んで特定の課題に取り組む経験をさせること

知識や情報を集めて自分の考えを導き出す訓練をすること

専門分野に関連する他領域の基礎知識も身につけさせる…

教養教育を通じて学生の知識の世界を広げること

専門分野の知識を学生にしっかり身に着けさせること

（出典：日本経済団体連合会教育問題委員会「企業の求める人材についてのアンケート結果」

平成 16年）  
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【図 17】  人材育成の面で大学・大学院への期待（文系）人材育成の面で大学・大学院への期待（文系）人材育成の面で大学・大学院への期待（文系）人材育成の面で大学・大学院への期待（文系） 
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【図 18】  人材育成の面で大学・大学院への期待（理系）人材育成の面で大学・大学院への期待（理系）人材育成の面で大学・大学院への期待（理系）人材育成の面で大学・大学院への期待（理系） 
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専門分野に関連する他領域の基礎知識も身につけさせる…

教養教育を通じて学生の知識の世界を広げること

専門分野の知識を学生にしっかり身に着けさせること

（出典：日本経済団体連合会教育問題委員会「企業の求める人材についてのアンケート結果」 

平成 16年） 
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対して、上記の図【図 17】【図 18】を参照し、企業が人材育成面での大学院生へ期待

することを分析する。 
こちらは文系と理系で第 1 位となる項目に相違が見られる。文系については「知識や

情報を集めて自分の考えを導き出す訓練をすること」が 1 位となっている。そして 2 位

は「理論に加えて、実社会とのつながりを意識した教育を行うこと」である。1 位の「知

識や情報を集めて自分の考えを導き出す訓練をすること」は大学側が注力する点（文系）

においても 2 位であったので、その点においては大学側（アカデミック）と企業側（ビ

ジネス）双方で重視されることであることはわかるが、2 位になっていた「理論に加えて、

実社会とのつながりを意識した教育を行うこと」は大学側が注力する点（文系）において

は 4 位に留まっており、大学側（アカデミック）と企業側（ビジネス）とでは差異が見

られる。このことは大学と企業のマッチングしていない部分であり、よりアカデミック化

の進行している大学院単独を対象にした場合はその差異はより明確になると考えられ、雇

用不安の大きな一因であると分析することができる。理系についてはおおむね、大学側が

注力する点（理系）との違いはあまり見られないが、やはり「実社会とのつながりを意識

した教育を行うこと」の項目の数の増加が見られる。 
 つまり、大学院修了者にも研究者以外への多様なキャリアパスが求められる必要が生じ

ている政策の中においても、大学側が教育の目標については依然アカデミック一本槍の姿

勢でいることが考察できる。 
 

第第第第2項項項項 大学のキャリア支援と大学院生の実態の分析大学のキャリア支援と大学院生の実態の分析大学のキャリア支援と大学院生の実態の分析大学のキャリア支援と大学院生の実態の分析 

 大学院重点化の潮流の端緒となった東京大学では、キャリアサポート室という部署で「ポ

スドクの方々へのキャリア支援」を行っており、その他旧帝国大学を始めたとした研究大学

においてもポスドクに言及したキャリア支援を行っているようだが、その他多くの大学では

ポスドクにも言及したキャリア支援を行っているケースは少ないと言える。 

 そして、前章にある大学院修了者の雇用不安のもっとも大きな要因が、大学院修了者の数

とアカデミック・ポストの数が均衡していないということである。それに加え、そのポスト

は特定の大学院修了者に占有されるという状況も見られ、アカデミック・ポストに就く確率

も下がってくる。また、前節において、1989年（平成元年）の大学院設置基準の一部改正

により、博士後期課程修了者は従来の研究者としてのみならず、「高度に専門的な業務」に

従事することができるという文言が見られることから、多様なキャリアパスが想定されてい

るが、次節で述べるように博士後期課程修了者の一般企業就職は全般的に芳しくないと言え

る。 

 では、当の学生たちはどのような考え方で大学院生生活を送っているのであろうか。ここ

では大学院生の進路希望に進路を当てて、いくつかの大学の学生生活実態調査と日本物理学

会による大学院修了者に対するアンケート調査を参考に分析していきたい。 

 まず、京都大学の平成 21年度学生生活実態調査報告書からである。旧帝国大学のうち東

京大学に肩を並べる総合大学・研究大学・大学院大学である京都大学では、学部生のうち

62％が大学院修士課程への進学を希望している。そして、修士課程のうち 23.9%が博士後

期課程への進学を希望し、74.9%が就職を希望している。学部生が大学院への進学を希望す

るのは理系学部の定員の多い旧帝国大学の特徴故のものだと考えられる。そのうえで、それ

ぞれの希望職種は、博士に限れば「大学・官公庁等の教育・研究職」が 59.9％で 1 位とな

り、修士では「企業等の研究職」が 1 位となる。もっとも、これは企業が博士号取得者を

採用しない風潮にあるのが関係しているためだと考えられる（次節参照）。また、「大学への

要望・期待すること」の調査の結果においては、「就職対策の充実」の項では学部生 23.1%、

修士 24.0%、博士 22.7%、とまずまず課程関係なく同じような値がみられる。ただし、「国
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の奨学金制度の拡充・充実」の項においては、学部生 22.6%、修士 35.0%、博士 49.8%、

と教育段階を経るに従って、その要望の割合が増えていっている。6これは如何に研究に専

門性が増してくると経済的負担も増してくるということの表れであり、それは研究のための

資金の自己投資であり、研究の多忙さゆえにアルバイトもままならないという状況から来る

ものなのであろうか。 

 では次は徳島大学の第 2 回大学院生生活実態報告書からである。この大学は総合大学と

いうよりは理系専攻の偏りを特筆しておく。博士前期課程全体では、『高度専門職業人』

（37％）、『知的基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある社会人』（31％）、『研究

者』（25%）、『大学教員』は 4％という結果が見られた。博士前期課程（≒修士課程）段階

においてはまだ大学教員（＝『高度専門職業人』）は少なく、京都大学の場合と同じく企業

での研究職など民間に開かれたキャリアパスを展望とした学生が多く存在していることが

わかる。後期課程全体では『高度専門職業人』（29％）、『知的基盤社会を多様に支える高度

で知的な素養のある社会人』（19％）、また『大学教員』は 17％という結果がでた。博士前

期課程と比べると『大学教員』の割合が増えている。7しかし、京都大学よりその割合が低

いのは研究大学としての比重の差によるものと考えることができる。 

 続いて、一橋大学の学生生活実態調査に着目する。一橋大学は戦前の官立東京商科大学を

前身としており、現在理系の学部専攻はなく文系学部専攻のみを有する大学である。こちら

の調査では大学院生と一括りにされており、課程別の進路希望動向は判明しえないが、卒業

後の具体的進路予定としては『大学での研究職』（49.8％）でもっとも多く、次いで『専門

職』（28.0％）『大学等での特別研究員』（25.7％）となる。また、この大学の調査では就職

支援に対する学生の期待度についての記述があった。学部生に比べて、院生はキャリア支援

室の利用が少なく（学部生 16％大学院生 9.2%）、就職対策の充実への期待（学部生 27.3%

大学院生 17.3%）と大きくない。しかし、「ここ 1年間の悩み」という調査では、大学院生

は学部生に比べて、突出して「経済的問題」「研究・論文」の項の値が高く8、これは最初に

述べた京都大学の調査と同様のことを考察することができる。 

加えて、日本物理学会が 2007年に、「素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理」「物性Ⅱ（磁

性・金属・低温）」「物性Ⅰ（光物性・半導体・誘導体）」を専攻する大学院修了者に対して

行なったアンケートによると、ポストドクターの 40％以上、博士課程修了者で 65％が、常

勤学術職（大学教員、ポスドク等）以外の就職も検討しているという結果になっていた。ま

た、これは、2004年の「博士課程学生の企業への就業意欲」による結果よりも常勤学術職

以外の職に対する希望は上昇しているという観察がある。常勤学術職以外で就職してもよい

職種は、「上場企業の研究・技術者」を初めとする、企業の研究職が非常に高い数値を示す

他にも、「サイエンスライター」「中央官庁の職員」「資格取得による研究職」などがあった。

【図 19】 

 

 

 

 

 

                                                      
6京都大学学生部『平成 21 年度京都大学学生生活実態調査報告書』 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education/campus/report/documents/hakusho_h21.pdf 
7徳島大学『徳島大学第 2 回大学院生生活実態報告書』 

http://www.tokushima-u.ac.jp/pdf2/campus_life.pdf 
8一橋大学学生委員会『一橋大学学生生活実態報告書（平成 19 年度）』 

http://www.hit-u.ac.jp/shien/campuslife/pdf/19houkokusho.pdf 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０1０発表論文０発表論文０発表論文０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 21

【図 19】     常勤学術職以外で就職してもよい職種常勤学術職以外で就職してもよい職種常勤学術職以外で就職してもよい職種常勤学術職以外で就職してもよい職種 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以上、主要な大学の学生生活実態調査と日本物理学会によるアンケート調査を分析した。

なお、学生生活実態調査の資料については私立大学も含め提示したかったが、この論文の趣

旨に見合う調査をしている大学があまりなかったので、総合大学・理系型大学・文系型大学

の区別で調査を提示した。3つの大学の調査を総合すると、理系型の徳島大学ではやはりま

だ企業就職の希望をする学生が博士前期課程（≒修士課程）において相当割合見られること

がわかる。しかしながら、文系（人文・社会系）の行き着く先は大学教員のみなのであろう

か。前節で述べたように大学院博士課程の役割は先述の大学院設置基準にもあるように単に

研究者のための課程ではなく、多様なキャリアパスを想定されるべき課程として認識が変わ

りつつある。だが、繰り返しになるが、問題はまず大学教員などの研究者を希望する博士課

程修了者がポスドクを経て職の不安定さに晒されることがある。そして、多様なキャリアパ

スもまだ開かれていないということである。これはこの章の最初に述べた日本の大学院の成

り立ちも関係しているので問題は根深い。大学教員以外のキャリアパスが想定される企業は

この大学院修了者の雇用不安にどのように向き合っているのだろうか。次節に続く。 
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第第第第3節節節節    企業要因企業要因企業要因企業要因 

第第第第1項項項項 企業の大学院博士課程修了者の「採用」状況企業の大学院博士課程修了者の「採用」状況企業の大学院博士課程修了者の「採用」状況企業の大学院博士課程修了者の「採用」状況 

博士号を取得した後、様々な進路をたどる中で、民間企業への就職を希望する者がいる。

しかしながら、この採用状況も決して良い状況にはなく、大学院生の雇用を不安定にしてい

る一つの要因である。 

現在、民間企業における大学院博士課程修了者の採用状況をみてみる。技術系人材の新卒

採用において、その約 73％は修士課程修了者であり、博士課程修了者は約 3％という採用

実態がある。【図 20】また、採用枠についても、ほとんどの企業が博士課程修了者に対する

「採用枠」の設定はしておらず、【図 21】今後の採用についても、「博士課程修了者の採用を

増やしたい」とする企業は約 10％にとどまり、約 90％の企業が「能力次第で判断する」と

回答している。【図 22】いずれにせよ、民間企業は大学院博士課程修了者の採用に関して、

あまり積極的だとは言えない。 

このように、民間企業が大学院博士課程修了者の採用に積極的ではないのはなぜだろう

か。その理由のひとつとして、企業側の大学院博士課程修了者に対する固定観念がある。「自

分の考え方を大事にするような博士卒は必要ではない」「企業の営利にあった研究を行って

くれる者がよい」「博士卒は視野がせまい」など、大学院生の人間性に対する偏見が根強く

あるようだ。9 

【図 20】    技術系人材採用実績（新卒・学歴別）技術系人材採用実績（新卒・学歴別）技術系人材採用実績（新卒・学歴別）技術系人材採用実績（新卒・学歴別） 
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（出典：産業技術委員会、産学官連携推進部会「企業における博士課程修了者の状況に関

するアンケート調査結果・要旨」2007年） 

 

                                                      
9 水月昭道（2007）『高学歴ワーキングプア「フリーター生産工場」としての大学院』光文社新書 
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【図 21】    博士課程修了者の採用枠の設定博士課程修了者の採用枠の設定博士課程修了者の採用枠の設定博士課程修了者の採用枠の設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：産業技術委員会、産学官連携推進部会「企業における博士課程修了者の状況に関

するアンケート調査結果・要旨」2007年） 

 

 

【図 22】             博士課程修了博士課程修了博士課程修了博士課程修了者の採用計画者の採用計画者の採用計画者の採用計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（出典：産業技術委員会、産学官連携推進部会「企業における博士課程修了者の状況に関

するアンケート調査結果・要旨」2007年） 
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第第第第2項項項項 企業が求める人材企業が求める人材企業が求める人材企業が求める人材 

企業は大学院修了者への固定観念を強く持っているようだが、では一体企業はどのような

人材を求めているのであろうか。また、博士卒を採用している企業は、そうした求める人材

を採用できているのであろうか。企業が求める人材の理想と現実について検証する。まず、

新卒採用の際、企業が重視している能力を、大学卒、大学院卒別にあげる。【図 23】【図 24】 

 

 

【図 23】 新卒採用者選考の際、特に重視している能力（大学卒）新卒採用者選考の際、特に重視している能力（大学卒）新卒採用者選考の際、特に重視している能力（大学卒）新卒採用者選考の際、特に重視している能力（大学卒） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：経済同友会学校と企業・経営者の交流活動推進委員会 

「企業の採用と教育に関するアンケート調査」平成 11年） 

 

 

 

 

（出典：経済同友会学校と企業・経営者の交流活動推進委員会「企業の採用と教育に関するアン

ケート調査」平成 11年） 
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【図 24】新卒採用者選考の際、特に重視している能力（新卒採用者選考の際、特に重視している能力（新卒採用者選考の際、特に重視している能力（新卒採用者選考の際、特に重視している能力（大学院大学院大学院大学院卒）卒）卒）卒） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：経済同友会学校と企業・経営者の交流活動推進委員会「企業の採用と教育に関するアン

ケート調査」平成 11年） 

 

ここで注目すべきは、企業は、大学卒、大学院卒ともに 1位 2位には『熱意、意欲』『行動力、

実行力』を挙げているが、“知識”よりも“人間としての素質”を強く求めていることである。

しかし一方で、企業は、大学院卒に対しては 3位に、『専門知識、研究内容』も求めている。こ

の『専門知識、研究内容』、大学卒では 9位とあまり重視されていない項目である。事実、この

『専門知識、研究内容』に関しては、多くの企業が評価をしているポイントである。【図 25】や

はり企業は大学院修了者に対して、学士レベルでは学ぶことのできない高度な専門知識や専門能

力、また研究遂行能力に期待し、また評価もしている。しかしながら、そうした優秀な能力を生

かすための『コミュニケーション力』『協調性』『業務遂行能力』に問題があると考えている企業

が多いこともまた現状である。【図 26】 
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【図 25】博士課程修了者について高く評価しているポイント博士課程修了者について高く評価しているポイント博士課程修了者について高く評価しているポイント博士課程修了者について高く評価しているポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 26】博士課程修了者について問題があると考えているポイント博士課程修了者について問題があると考えているポイント博士課程修了者について問題があると考えているポイント博士課程修了者について問題があると考えているポイント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：経済同友会学校と企業・経営者の交流活動推進委員会 

「企業の採用と教育に関するアンケート調査」平成 11年） 
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企業は、大学院修了者に対して、高度な専門知識や専門能力を生かし、主に研究開発業務

においてリーダーシップを発揮し、イノベーションを起こすような人材となることを期待し

ている。また、学士卒よりも入社年齢が高い大学院修了者に対して、入社後早い時期からプ

ロジェクトのリーダーとして活躍することを期待しているため、リーダーとして必ず必要と

なってくる『コミュニケーション力』『協調性』『業務遂行能力』を強く求めているのである。

そして、自分の専門ばかりに熱心であると見られがちな大学院修了者であるが、専攻分野に

とらわれず、新たな分野に挑戦、吸収し、解決・発見していく姿勢が求められている。 

 このように社会の中で活躍していける人材を、大学、大学院が行うことを企業は期待して

いるが、第２章第２節で述べたように、人材育成の面で大学院が注力している点と、企業が

期待する点には異なりがある。大学院はアカデミックな場所でありつづけようとするため、

企業が求めるような人材育成を行うことよりも、学力、知識面での向上を学生に求め、そう

した教育に力を注いでいる。 

こうした大学院の教育に対して、多くの企業は満足していないようである。即戦力となる

人材育成を期待する企業、そしてアカデミックさを維持し続けたい大学院、こうした企業と

大学院のマッチングの問題は、なかなか深刻である。そして、この考え方の違いこそ、企業

が大学院修了者を敬遠する理由であり、大学院修了者の雇用の不安定さにつながっている。 
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第3章 政策提言政策提言政策提言政策提言 

第第第第1節節節節    大学院人材バンクの設立大学院人材バンクの設立大学院人材バンクの設立大学院人材バンクの設立 
 これまで見てきたように、大学院生の数は年々増え続けているにも関わらず、その後の就

職がなく、ワーキングプアに陥る人々が多く存在することが分かった。このような状況に対

して、今後どのような対策をとっていけばいいのだろうか。 

これまでも、文部科学省科学技術・学術審議会の人材委員会が『多様化する若手研究人材

のキャリアパスについて（検討の整理）』（2005）を発表している。当面の取り組みとして、

①若手研究者の活躍機会の確保を中心とした戦略的人材活用方針の策定、②ポスドクの多様

な進路に応じた組織的支援、③キャリアパスの多様化に対応した大学院教育の充実、が各研

究機関・企業等に期待されると述べている。またその取り組みに加え、「10 年・20 年先を

見通した人材養成という観点」からの取り組みが必要で、「業種や分野等の枠を超え、大学

等の研究機関、産業界、学協会等の関係者が幅広く集い、相互に協力して取り組む機運を醸

成していくことが重要」としている。しかしながら、斉藤、小林（2007）で述べられてい

るように、日本の取り組みは各大学・研究機関において分散的である。それに対し、イギリ

スでは、大学、ファンディング機関、学界が署名した全国的な協定においてキャリアマネジ

メントの標準を定め、金銭的支援を伴ったグッドプラクティスの創出と収集が図られてい

る。 

本稿はそうした海外での事例も参考に、大学院生の将来を見据え、高学歴者を社会の中で

有効に活用できるよう、『大学院人材バンク』を設立することを提言したい。各大学院の分

散的な取り組みとしてではなく、全国的に共通認識を伴ったキャリア支援を行うことを目指

す。業種や分野等の枠を超えた就職情報を集め、大学院生と大学等の研究機関、産業界、学

協会等との架橋となり、大学院生のキャリアについて徹底的に支援をする。これまで続いて

きた、大学院生進路不安定時代に終止符をうつべく、この政策を提案する。 
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第第第第2節節節節    大学院人材バンクの機能大学院人材バンクの機能大学院人材バンクの機能大学院人材バンクの機能 

第第第第1項項項項     機能機能機能機能 

【図 28】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学院人材バンク設立の目的は、「大学院生に対して、幅広い視野を伴ったキャリア形成

の支援を行うこと」、また「各大学院個別の支援ではなく、全国の共通意識を伴った支援で

あること」である。大学院生が、自身の研究以外にも、有用な経験やスキルを蓄積し、大学

院修了後の身の振り方を考えられるように、大学院修了後のキャリアパスについて、大学教

員、企業や公的機関の研究者のみならず、研究以外の職まで幅広く視野に入れることを前提

とし、支援を進めていく。また、この「大学院人材バンク」は厚生労働省が管轄することと

する。 

この人材バンクの特徴として、大学院人材バンクから、各大学院生の人数に比例して、キ

ャリアマネージャーを派遣する。学生一人ひとりをキャリアマネージャーが担当し、「定期

的な面談」「外部機関へのアプローチ」「教育」によって、その大学院生の就職が決まるまで

支援を行う。大学院生個人を大切に、大学院生とキャリアマネージャーの信頼関係の中で、

キャリア設計を行。っていく。 

 

この大学院人材バンクの特徴は以下の 5つである。 
①①①① 大学院以外のセクターも巻き込み、全国的に改善に取り組むこと大学院以外のセクターも巻き込み、全国的に改善に取り組むこと大学院以外のセクターも巻き込み、全国的に改善に取り組むこと大学院以外のセクターも巻き込み、全国的に改善に取り組むこと 

   複数の大学院、また企業、シンクタンク、小中高等学校などとも連携をとり、情報提

供やインターンシップなどを通して、雇用改善を行う。 
②②②② 大学院生の個人を大切に、キャリアマネージャーとの信頼関係を築くこと大学院生の個人を大切に、キャリアマネージャーとの信頼関係を築くこと大学院生の個人を大切に、キャリアマネージャーとの信頼関係を築くこと大学院生の個人を大切に、キャリアマネージャーとの信頼関係を築くこと 

   定期的面談や意見徴収などを充実させることで、大学院生が自らの存在の認知を自覚

でき、疎外感の低減につながる。研究室にこもってしまいがちな大学院生の人間関係

の範囲を広げる。 
③③③③ キャリアマネージャーの教育も実施することキャリアマネージャーの教育も実施することキャリアマネージャーの教育も実施することキャリアマネージャーの教育も実施すること 
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   充実したキャリアマネジメントを行うためには、キャリアマネージャーの教育も欠か

せない。セミナーやトレーニングなどによって、マネジメント能力を高める。 
④④④④ 大学院生、キャリアマネージャー双方にハンドブックを用意すること大学院生、キャリアマネージャー双方にハンドブックを用意すること大学院生、キャリアマネージャー双方にハンドブックを用意すること大学院生、キャリアマネージャー双方にハンドブックを用意すること 

   大学院独自のキャリア支援にするのではなく、全国的な共通基盤を伴う支援とするた

めに、キャリア支援の進め方に関するハンドブックを用意する。その上で、キャリア

マネージャーは個人に合わせていく。（詳細については後述する） 
⑤⑤⑤⑤ キャリアマネジメントを系統立てて実施することキャリアマネジメントを系統立てて実施することキャリアマネジメントを系統立てて実施することキャリアマネジメントを系統立てて実施すること 

   こうしたキャリアマネジメントは継続的に実施されていかなければ意味をなさない。

定期的な面談によって設計したキャリアプランを実行し、またその都度、フィードバ

ックも忘れない。 

 

また、この大学院人材バンクで重要な役目となるキャリアマネージャーだが、キャリア・コン

サルタント能力を持った人物が担うこととする。ここでいう“キャリア・コンサルタント能力を

持った人物”とは、“厚生労働省、職業能力開発局長が定める、職業能力検定の資格を有する者”

と定義する。 

厚生労働省では、「労働者の職業能力の開発及び向上に資するもの」として 10 の職業能力検

定を定めている。【表 1】厚生労働省は、個人の主体的なキャリア形成や、求人と求職の効果的

なマッチングを支援するため、キャリア・コンサルティングを担う人材の養成を推進しているが、

このため、民間機関が実施するキャリア・コンサルタントに係る能力評価試験をその雇用する労

働者に受けさせる事業主に対して、キャリア形成促進助成金を支給する制度がある。本稿では、

職業能力開発局長が定めた職業能力検定、つまりキャリア形成促進助成金の対象となるキャリ

ア・コンサルタント能力評価試験の資格を有することを、キャリアマネージャーの必須項目とす

る。 

 

【表 1】 

試験名試験名試験名試験名 試験機関名試験機関名試験機関名試験機関名 

財団法人日本生産性本部認定キャリア・コン

サルタント資格試験 
財団法人日本生産性本部 

キャリア・コンサルタント試験 社団法人日本産業カウンセラー協会 

DBMマスター・キャリアカウンセラー認定
試験 

日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社 

CDA資格認定試験 特定非営利活動法人日本キャリア開発協会 

日本キャリア・マネージメント・カウンセラ

ー協会認定キャリア・カウンセラー資格試験 
特定非営利活動法人日本キャリア・マネージ

メント・カウンセラー協会 

財団法人関西カウンセリングセンターキャ

リア・コンサルタント認定試験 
財団法人関西カウンセリングセンター 

GCDF-Japan試験 特定非営利活動法人キャリアカウンセリン

グ協会 

株式会社テクノファ認定キャリア・カウンセ

ラー（キャリア・コンサルタント）能力評価

試験 

株式会社テクノファ 

ICDS委員会認定 ICDSキャリア・コンサル
タント検定 

特定非営利活動法人 ICDS 

NPO生涯学習キャリア・コンサルタント検
定試験 

特定非営利活動法人エヌピーオー生涯学習 

（参考：厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/carrer/200910/index.html） 
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第第第第2項項項項 管理管理管理管理 

この政策において、“管理体制”を徹底することが大前提である。大学院生の進路状況をと

りあげる際、必ず「不明」の者が出てくるが、これは大学院生が大学院によって管理されて

いない証拠である。大学院生が、入学する際、全員が必ず大学院人材バンクに専攻、年齢、

研究内容など、プロフィールを登録、これによって大学院生のひとりひとりの存在を把握す

る。 

そして「定期的な面談」によって、大学院生個人の特質、能力、興味、進路希望を元に、

幅広い視野に基づいたキャリアプランを設計、その支援計画を立てる。その際、こうした支

援が大学院個別のものではなく、全国共通基盤を持つよう、大学院生、キャリアマネージャ

ーの双方にツールやハンドブックを用意する。【表 2】こうした全国共通の基盤の上で、キ

ャリアマネージャーは、個人に合わせたキャリアプランを提案し、その実現のために、外部

機関へのアプローチ、教育を行う。外部機関へのアプローチや教育の詳細については第 3、

4項で提示する。 

斉藤、小林（2007）では、優れたマネジメント実践を、1「良い人材の確保、採用」2「効

果的な導入（オリエンテーション）」3「動機づけ、目標の設定」4「定期的モニタリングと

評価」5「継続的支援」6「出口戦略の策定、実行」だと定義されているが、「定期的な面談」

では、この 6項目を重視していく。 

 

【表 2】 

大学院生用ハンドブックの目次大学院生用ハンドブックの目次大学院生用ハンドブックの目次大学院生用ハンドブックの目次 マネージャー用ハンドブックの目次マネージャー用ハンドブックの目次マネージャー用ハンドブックの目次マネージャー用ハンドブックの目次 

１．これまでの経験の活用 

１． １ 自らの特質や現有のスキルを知る 

１． ２ 職業的スキルの状況チャート 

１．大学院での学習とスキル開発 

１．１ 研究を通じた学習 

１．２ 学習のスタイル 

１．３ 研究プロジェクトにスキル開発を

組み込む 

２．キャリア開発の枠組み 

 ２．１ トレーニング記録の更新 

２． ２．２ キャリア・マネジメントとキャリア 

        開発 

２．スキルの把握とスキル開発の記録 

 ２．１ 現有のスキルを記録する 

 ２．２ スキルを継続的に評価する 

 ２．３ トレーニング記録を更新、管理する 

３．キャリア設計 

３．１ スキル把握のための記録 

３．２ 他のセクターにおける就職機会 

    の探索 

３．研究以外の活動によるスキル開発 

３．１ 他のセクターへの研究のために 

 ３．２ 研究プロジェクト外の機会の探索 

 ３．３ ウェブを通じた学習機会 

 ３．４ 将来設計 

４．キャリア転換とそのための情報源 

４．１ 将来設計 

４．２ キャリア転換 

４．３ ウェブを通じた機会獲得と情報源 

 

（参考：斎藤芳子、小林信一「イギリスの大学における有期雇用研究員のキャリア・マネジ

メント」2007） 
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第第第第3項項項項 外部機関へのアプローチ外部機関へのアプローチ外部機関へのアプローチ外部機関へのアプローチ 

外部機関へのアプローチについては、企業向けに“大学院生からの説明会”を開くという

案を提示する。この案は、現在就職活動において多く行われている企業の合同説明会という

システムを応用した形を取るものであるが、就職活動についての情報格差の問題を含めて、

以下特長と事例について詳述する。 

そもそも大学院生、特に博士課程修了者の就職活動というのは大学学部生の就職活動と比

べて、情報面ではかなりの格差があると感じられる。一つの例として、就職活動のポータル

サイトについてである。おもに大学学部生を対象のものは、マイナビやリクナビ、日経就職

ナビなどを始め多数存在する。しかし、大学院生、特に博士課程修了者に対象を特化とした

就職活動ポータルサイトは「アカリク」10などわずかしか存在しない。(研究者に限定する

ならば、独立行政法人科学技術振興機構の研究者人材ベース「JREC-IN」11なども存在す

る)先進的情報ツールであるウェブにおいてもこのような状況であり、情報の非対称性は明

らかであると考えられる。加えて、就職活動ポータルサイトに登録することによって、日々

電子メールによって情報が受動的に受け取れるために益々情報の非対称性は加速すること

になる。 

また、前章で分析している通り、大学院修了者にアカデミック・ポストが不足している且

つ、企業とのマッチングも良いとはいえない現状から、現状型の就職活動ポータルサイトに

登録、自身の希望する職種から試験に当たる、というスタイルは当てはまらないとも考える

こともできる。それならば、大学院人材バンクではポータルサイト中心の運営に限らない手

法として、この節の冒頭で述べた、企業向けの大学院生からの説明会を開くというシステム

案を提示する。 

 現状としては企業の合同説明会というシステムが存在している。これは就職活動をしてい

る学生が、参加している企業を見て回れるというシステムである。このシステムでは就職活

動生個々が自身をアピールするということはできない。そのため、そのシステムを応用し、

逆に企業への大学院生からの説明会を開くという案を提示した。これは大学院人材バンク登

録者が各専攻別に外部機関（企業・シンクタンクその他）に自身の研究についてのプレゼン

の場を設けて、自身の専門性をアピールすることを可能にする。また、実際にプレゼンを受

けることにより、論文よりもプレゼン者の論文では見えないプレゼンテーション能力であっ

たり、質疑応答などでコミュニケーション能力を少なからず測ることはできたりするように

なると考えられる。そして、専攻別とすることである程度まとめて似た素養を持つ人材を提

示・アピールすることによって外部機関へのアプローチと外部機関からのアプローチを同時

に達成しようという試みである。これは人材バンク登録者の研究への切磋琢磨ともなりうる

であろう。もっとも、大学院生は自身の研究で大変多忙である上に、特に企業就職を考える

上では就職活動に多くの時間を割く場合が多く、研究成果をそのままダイレクトに学会以外

の外部機関に伝えられるのは、自身のキャリアパス形成の大きな一助ではないか。 

 また、このシステムについては上記のアカリクをはじめとして、「逆求人」という名の下

に採用している就職活動ポータルサイトはある程度の数見られる。また、アカリクにおいて

は、分野については限られており、小規模ではあるが、実績 100 社以上あるイベントも見

られている。アカリクにイベントでは 1 対 1 のコミュニケーションを重視した総当たり式

や 30分ほどのプレゼンを用いる形式を用い、一次面接と兼ねる企業も見られたようであっ

たが12、本節ではそれを発展させ、前述の形式を構想した。  

                                                      
10 アカリクhttp://www.acaric.jp/ 
11独立行政法人科学技術振興機構研究者人材データベース JREC-IN http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop 

12アカリク新卒採用合同セミナーhttp://www.acaric.co.jp/service/event.html 
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 おもに上述のようなシステムを用いて、外部機関へのアピールを行っていく。 

 

第第第第4項項項項 教育教育教育教育 

 キャリアマネージャーとの面談を通じて、キャリアパスを遂行する上で必要なスキルを

開発していく。大学院人材バンクが大学と提携し、その提携大学が提供する講義によって必

要なスキルを養う。スキルの養成期間としては、研究の時間の妨げにならないように、隔週

または集中講義形式で講義を行う。また、複数外部機関による、リレー形式の授業も有効で

あると考えられる。文系大学院博士後期課程者に対しては、企業から期待されている「知識

や情報を集めて自分の考えを導き出す訓練」「理論に加えて、実社会とのつながりを意識し

た教育」「チームを組んで特定の課題に取り組む経験」を中心に行なう。特定の分野に対し

ては専門分野の知識を持っている大学院博士課程者が、別の分野に関することでこれらの能

力を養うことができることを意識して、ディベートやプレゼンテーションを行なうことを目

的とする。 

 理系大学院博士後期課程者に対しては、「知識や情報を集めて自分の考えを導き出すこ

と」「専門分野に関連する他領域の基礎知識も身につける」「知識や情報を集めて自分の考

えを導き出す訓練」「理論に加え、実社会とのつながりを意識した教育」を中心に行なう。

自分の専門分野だけにとらわれず、実社会で必要な他領域の基礎知識を身につける機会を設

けるとともに、身につけた知識を基に自分の考えにまで発展させることができるような教育

を行なうことが必要になってくる。さらに、希望者は、必要に応じて、大学院人材バンクと

提携している企業にインターンシップへ行くことが出来るものとする。ここでは、大学で身

につけたスキルを発揮していくことと、普段の研究から離れ、社会経験を行なうことによっ

て就業意欲を高めることを目的とする。 

以上の教育によって、専門分野への知識と共に、高度な専門職業人としての素質を持った

大学院博士課程修了者を目指すものとする。高度の専門職業人を雇用することによって、大

学院修了者を雇用する外部機関に対してもコスト削減というメリットをもたらすものとす

る。 
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第4章 効果と展望効果と展望効果と展望効果と展望 

第第第第1節節節節    効果効果効果効果 
 以上詳解した政策を実施することにより得られる効果を検討する。 

  

□大学院修了者の進路が安定するまで大学院修了者を管理し、キャリアパスを確実に行な

う。 

□大学院人材バンクを通して外部機関へのアピールを行なうことによって、大学院修了者へ

の需要を高める。 

□大学院修了者が社会に出て即戦力と認められるように教育をする。 

 

第第第第1項項項項 管理管理管理管理         

 先行文献を参考に、大学院人材バンクを設立し、大学院生の進路をしっかりと管理した場

合の効果を挙げていく。 

 イギリスでは、キャリアマネジメントの標準を、多様なセクターにまたがる全国的な協定

という形で顕すことによって、その後の展開を容易にした。例えば、地域同士の大学で協力

する例、全英にまたがって展開している例など、複数の大学が連携しての取り組みが多く見

られるが、個別の事情を超えて連携する上で、標準の持つ意義は大きいと考えられる。それ

によって、大学院生の数が少ない大学、近隣に大学のない地域にとっては、他大学と協力し

てキャリアマネジメントが行うことができ、またキャリアマネージャーの負担を軽減するこ

ともできる。 

 また、大学院におけるキャリアマネジメントを系統立てて実施していることで、その時々

に教育が分かりやすく提供されており、なすべき事柄もしっかり定まっている。しかしなが

ら、一様なサービスやトレーニングしか大学院生に与えられないわけではなく、むしろその

適性や希望進路に応じたフレキシブルなものとなっており、教育の経験を徐々に積むことが

きるようになっている。 

 

第第第第2項項項項 外部へのアプローチ外部へのアプローチ外部へのアプローチ外部へのアプローチ 

博士課程修了者の特に企業からの印象やニーズについては前章で述べたような分析がな

されているが、以下のような事例も見られている。 
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 大阪に所在する IT 関連の株式会社ピクセラという会社がある。13131313その会社は「ドクター

歓迎」を掲げていたこともあり、現在 300 人の社員のうち 30 人（全社員のうち 10％）が

博士号取得者である。しかも、企業の職務と直接的には関係のない専攻の博士も多い。この

企業は博士課程修了者の「問題設定能力・解決能力」や「知的能力・創造力」を重視し、最

大限引き出すスタンスでおり、即戦力については期待していない。このように現在の主流と

なっているような即戦力追求型の経営ではなく、じっくりと経営を熟成していく形は特に創

造行為の上では大切なことであると考えられる。現代社会に必要な「問題設定能力・解決能

力」を自らの研究を進めていく上で博士課程修了者は自ずと兼ね備えており、そのことを博

士課程修了者本人が認識することと企業を始めとした雇用の受け皿が目先の利益にとらわ

れずに発展的な展望を持ち、そのことを認識することでピクセラのような博士課程修了者と

企業のマッチングが生まれる。 

 

 

第第第第3項項項項 教育教育教育教育 

京都府・京都市・京都商工会議書・大学コンソーシアムが連携する、「人づくりサポート

センター」では、雇用情勢が悪化する中、就業機会に恵まれない学士卒を中心とする若者と

人材が不足する京都府内企業との雇用のミスマッチ解消を図り、企業ニーズに対応した人材

を育成する事業がある。「人づくりサポートセンター」では、産学公が連携し、オール京都

府内企業の中核即戦力人材を育成する仕組みを構築している。若者を対象に、大学コンソー

シアムでの社会人基礎力育成講座を受け、企業に対してトライアウトワーキングといった、

実践研修を行っている。 

社会人基礎力の育成には、プロジェクトベーストラーニング教育（以下ＰＢＬ教育）の形

式を取り、大学院修了者が求められている、「行動力・実践力」「協調性」「論理的思考」を

さらに育成していく。ＰＢＬ教育とは、プロジェクト活動をベースにした実践型・参加型の

学びのスタイルである。テーマの公募制を採用し、地域社会や企業・団体・個人の「教育力」

をダイレクトに大学に導入することによって、現場で学び、本物に触れることを通して、自

ら取り組むべき課題を発見し、その解決のために粘り強く考え抜く力を持った学生の育成を

図るものである。プロジェクトを推進していくために必要な、プロジェクトを深く理解し、

プロジェクトの目的に応じてコミュニケーション力や、自己認識力、マネジメント力や行動

力などを自在に適応していくことが出来る能力とそれを運用するモラルである、プロジェク

トリテラシーを育成することを目標とする。（ＰＢＬ推進センター通信 vol1）専攻の多様

となる大学院修了者同士が互いに問題意識を強調し、プロジェクトを進めていくことで、プ

ロジェクトリテラシーを身につけ、このことが同時に、大学院修了者が企業側から求められ

ている、「行動力・実践力」「協調性」「論理的思考」を身につけることへと繋がっていくの

である。 

「人づくりサポートセンター」においては就職支援を行なうという形を取っている。600

社以上の京都府内の企業が協賛しており、このことからも、社会人基礎力の備わった若者を、

企業は求めているということが分かる。 

「人づくりサポートセンター」の例を基に、大学院修了者に対しては、大学院人材バンク

から要請された、大学によるスキル向上を目的とした授業と、インターンシップを通しての

社会経験の機会を設ける。大学院修了者が就職後、社会において即戦力として働くことがで

きるようにすることを目的とする。 

                                                      
13坂東昌子（2007）「ピクセラ訪問記」『日本物理学会誌』Vo1.62、No.3、194-196 
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【図 29】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allkyoto-mirai.org/outline/（2010/11/01） 

 

  

 

 

 

（出典：「京都人づくりサポートセンター」http://www.allkyoto-mirai.org/outline/） 

 

インターンシップに関しては、東京大学、北海道大学、東北大学、宇都宮大学などの各大

学の大学院生の間でも近年頻繁に行なわれてきた。例えば、宇都宮大学のインターンシップ

は「双方向インターンシップ」といって、実社会での技術開発及び研究開発等を派遣先研究

機関においてより深く理解すると共に、学生が有する知識及び技術を派遣先機関に提供しな

がら問題解決を行ない、双方にメリットが生ずるようなインターンシッププログラムを行な

っている。この、「双方向インターンシップ」の課題として、指導教員による理解が必要に

なってくるのだが、大学院人材バンクが間に入り、マネージャーが協力することで、更なる

成功に繋がるのではないかと期待される。14141414 

 

第第第第2節節節節    展望展望展望展望     
この政策では、現在構築されている知的基盤社会をより強固なものとすることとなる。そ

して、直接的に新たなポストを新設する必要がなく（厳密に言うと、大学院人材バンクのス

タッフは必要ではあるが）、雇用される大学院博士課程修了者側と雇用する側双方の死角部

分を可視化した上で、幅広いキャリアパスを可能としている点はこの政策の大きな利点のひ

とつである。 

 また、昨今日本人でのノーベル賞受賞者はたびたびでている。このこと自体は直接的には

大学院博士課程修了者の雇用とは直接的には関係ないが、日本のアカデミック分野のレベル

の高さを示すひとつの目印である。そして、その受賞内容の研究成果は受賞者がまだ若年の

研究者だった時期に多い。それだけ若年研究者の試行錯誤は大切なものといえるが、現在自

身のキャリアパスに大きな不安を抱く状況では、そのように研究に試行錯誤するということ

もできないであろう。この政策においては、大学院生の研究をサポートしながら当人に適し

                                                      
14杉山均（2009）『博士後期課程学生を対象とした双方向インターンシッププログラム』工学・工業教育研究講演会

講演論文集 平成 21 年度、p568-569 
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たキャリアパスを提示していくため、研究に専念できる。加えて、社会人として求められる

社会人基礎力の構築を行うことによって、今まで大学院修了者を雇用する場合のネックとさ

れていた「コミュニケーション能力の難」については排除され、雇用側もその採用に対する

ネガティブなイメージは払拭される。 

 そして現在、少なからず大学院博士課程修了者をその長所を生かして活用する企業がでて

きている。即戦力にとらわれない、長いスパンでみた人材育成は結果として吉となる場合も

多く、圧倒的な安定感をもたらす。このことは企業のみならず、他の業種や分野でも同様で

ある。とはいえ、まだ大学院博士課程修了者の未来は明るいものとは言えないが、先にも述

べたように、この政策は知的基盤社会をより強固にする。このことは国としても非常に重視

すべきところであろう。是非、大学院修了者が社会に有効に活用され、その知的能力が還元

されることを願いたい。 
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