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要約 

 日本における新卒一括採用制度は、新規学卒者が学業から職業への従事に円滑に移行す

る仕組みとして採用されており、新規学卒者の雇用安定化を図るだけでなく、企業も毎年

一定数の雇用を確保できる点で効果的に機能していると考えられる。しかし近年では、学

生の就職活動の問題に関していくつかの議論が活発化してきている。 

 従来、学生の就職活動は 12 月から開始されているが、早期化・長期化の傾向があり、

学生の学業に専念する時間が就職活動によって侵食されるという問題が起きてしまってい

る。本来採用時の学生の判断基準の一つとして学業が挙げられるが、就職活動によって学

生の本分でもある学業が疎かになってしまう本末転倒な事態となっている。これを受け、

学生の学業時間の確保を目的に来年度から採用・就職活動が 3 月開始に繰り下げられた

が、学生と企業双方にとってメリットが少なく、採用・就職活動の早期化・長期化の問題

は依然として残っている。 

 本稿では、現在の「新卒一括採用制度」の問題点を再考し、よりよい雇用システムの構

築を目指し「就職活動時期の見直し」と「新卒一括採用制度の撤廃」を考察していく。 

 

 第 1 章では、現在の新卒一括採用制度の現状を再確認し、問題提起をしていく。本稿で

は、現在の就職活動の問題点を大きく二つに分け、活動時期と制度自体の問題に焦点をあ

てて議論を進めていく。就職活動が在学中に行われることで、学生の学業機会が失われる

と同時に充実した就職活動も効果的に行われていないことがわかった。学業を重視する企

業と就職活動を優先する学生とのミスマッチが見られ、活動時期の矛盾が指摘される。ま

た、就職活動の一つとして近年インターンシップが注目されているが、在学中におけるイ

ンターンシップに専念する時間の確保の困難から、効果的なインターンシップが十分に行

われていないことがわかった。さらに大卒の入社 3 年以内の早期離職率は約 3 割であり、

離職理由の多くを「仕事内容とのミスマッチ」が占めている。これは新卒一括採用に合わ

せた就職活動が求められるため、在学中における充分な企業研究が行われないまま就職す

るという現象が起きていると考えられる。これらは、在学中における就職活動時期の確保

の困難が要因の一つとなっていることが推察される。制度自体の問題点としては「新卒」

の機会にこだわる採用方法が挙げられる。早期離職者を含め、「新卒」での就職の機会を

逃した学生は基本的に「既卒」として扱われ、正規雇用での就職は困難となる。非正規雇

用から正規雇用への転換率は 2 割程度であり、卒業後非正規労働者として就業する者は、

生涯を通じて非正規労働者として過ごすことを余儀なくされる恐れがある。これは既卒者

が就職活動を行うことが困難な現状に拍車をかける事態となっている。 

 このように現在の就職活動の問題は多く存在し、これは現行の「新卒一括採用制度」に

起因すると考える。われわれは以上の現状分析をもとに、就職活動時期のシフトと新卒一

括採用制度の撤廃を考察する。 

 

 第 2 章では、新卒一括採用制度の撤廃の合理性を検証していく。新卒一括採用制度を撤

廃することで若年失業者が増加することが懸念されるが、リクルートワークス研究所

(2010)では新卒一括採用制度撤廃後の新卒未就業者数のシミュレーションを行っている。
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リクルートワークスのシミュレーションでは新卒未就業者数の増加が見られた。しかし、

本稿では就職留年者数を考慮しシミュレーションを行った。本稿のシミュレーションよ

り、新卒未就業者数の増加はリクルートワークスのシミュレーション結果を下回っただけ

でなく、既卒未就業者数の減少が新卒未就業者数の増加を上回る結果が得られた。このこ

とから新卒一括採用制度の撤廃は既卒者が今までより就職活動を行いやすい環境になるこ

とが予想されるため、その合理性を主張する。 

 

 第 3 章では、本稿のシミュレーションの結果から「新卒一括採用の撤廃」を提言すると

ともに、第 1 章での現状分析を踏まえ、「就職活動開始時期を大学卒業後にシフトする」

ことを政策として提言する。これにより在学中の学業機会と就職活動の分離を図り、在学

中は学業に専念するという本来の学生の姿を実現できると考えられる。また、充分な就職

活動の機会を確保できることで適当な企業研究・業界研究が行うことができると考えられ

る。さらに本稿では、就職活動時期のシフトに加え、本稿の政策提言に付随して生じる

「ギャップイヤー」の活用についても提言していく。欧州の事例を参考に、卒業後の適当

な就職活動の実現を促す。 

 

 

キーワード 

新卒一括採用、インターンシップ、就職活動 
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はじめに 

 

日本における新卒一括採用制度は、新規学卒者が学業から職業への従事に円滑に移行す

る仕組みとして採用されており、新規学卒者の雇用安定化を図るだけでなく、企業も毎年

一定数の雇用を確保できる点で効果的に機能していると考えられる。しかし近年では、学

生の就職活動の問題に関していくつかの議論が活発化してきている。 

従来、学生の就職活動は 12 月から開始されているが、早期化・長期化の傾向があり学

生の学業に専念する時間が就職活動によって侵食されるという問題が起きてしまってい

る。本来採用時の学生の判断基準の一つとして学業が挙げられるが、就職活動によって学

生の本分でもある学業が疎かになってしまう本末転倒な事態となっている。これを受け、

学生の学業時間の確保を目的に来年度から 3 月開始に採用・就職活動の繰り下げが行われ

るが、学生の 8 割が反対しており、企業も「遵守する」と回答した割合は 4 割にとどまっ

た。今回の採用・就職活動繰り下げについて学生側企業側双方にとってメリットが少な

く、採用・就職活動の時期に関する問題は依然として残っている。また、入社 3 年以内の

離職率の割合は「七五三現象」と呼ばれ、中卒 7 割、高卒 5 割、大卒 3 割で長年推移して

おり、離職理由の多くを仕事内容とのミスマッチが占めている。これは、新卒一括採用に

合わせた就職活動が求められるため、在学期間中における充分な企業研究が行われないま

ま就職するという現象が起きているからだと考えられる。離職を含め、新規学卒者就職の

機会を逃した学生は基本的に既卒者として扱われ、正規雇用での就職は困難となる。非正

規雇用から正規雇用への転換率は 2 割程度であり、卒業後非正規雇用として就業する者は

生涯を通じて非正規労働者として過ごすことを余儀なくされる恐れもある。 

われわれはこうした学生の就職活動の問題は新卒一括採用制度に起因すると考える。特

に在学期間中における就職活動に問題があると推察する。新卒一括採用は日本型雇用慣行

として古くから採用されてきたが、学生側企業側双方にとって様々な問題点が依然として

存在していることも事実である。本稿では新卒一括採用の問題点を改めて整理し、採用・

就職活動の制度自体とその実施期間に焦点を当て、議論を進める。 

 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

6 

 

第1章 現状分析 

第1節 新卒一括採用の制度と効果 
 

本章では、現在わが国で行われている新卒一括採用制度の仕組みとメリット、デメッリ

トについてみていく。 

現在わが国では新卒一括採用が中心である。新卒一括採用とは、企業が目年度の高校・

大学の卒業見込み者いわゆる「新卒者」を対象とし、一定数一括して採用する制度のこと

である。企業は、職務を限定せず、コミュニケーション能力や一般常識などの基礎的な知

識・能力、潜在的な能力や訓練可能性を主な判断基準とし採用を行っている。新卒一括採

用は、企業が人材を一定量確保し育成することを目的とする中で生まれたわが国独特の雇

用慣行であり、1920 年頃本格的に定着してから現在に至るまでの 130 年以上採用の主流

となっている。以下から新卒一括採用が続く理由としてメリットを示していく。 

 

図 1 は平成 17 年から平成 26 年までの新卒者の就職(内定)率2を表したグラフである。わ

が国の新卒一括採用は若年者の雇用安定化を図っている。文部科学省の「平成 25 年度大

学等卒業者の就職状況調査（4 月 1 日現在）」によると、平成 26 年 3 月卒（2014 卒）の

大学生の就職(内定)率は、94.4%となっている。東日本大震災があった平成 23 年翌年の平

成 24 年とも、就職(内定)率は 9 割を超えており、大学生は新卒一括採用制度の恩恵を受け

ているといえる。 

 

 

                                                      
2 内閣府の「平成 15 年版 国民生活白書」によると、「就職内定率」とは、「就職希望者のうち企業から内定を得た

者（内定者）の比率」とされている。 
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図 1  就職(内定)率の推移 (大学) 

 
出典：文部科学省「平成 25 年度大学等卒業者の就職状況調査（4 月 1 日現在）」より筆者作成 

 

新卒一括採用が若年者の雇用安定に効果があることがわかった。また、企業側にもメ

リットが挙げられる。図 2 は 2006 年に内閣府が 940 社の企業を対象に行った『国民生活

白書平成 18 年度版』の「企業の採用のあり方に関する調査」のアンケート結果を示した

ものである。「社員の年齢を維持できること」は 58.9%、「他社の風習に染まっていない

人材を確保できる」は 52.2%と、「新卒」という若さやフレッシュさをメリットとして捉

えている企業が多いことがわかる。また、「定期的に一定数の人材を確保できる」は

40.5%、「面接や選考を短期間で効率的に行いうる」が 18.7%と、採用が一括であること

にメリットを感じる企業も少なくないことがわかる。「能力の高い人材を確保できる」は

11.7%と高くなく、人材の発掘という面ではメリットを感じている企業は多くないが、

「メリットはない」と答えた企業は 7.2%に留まり全体的に多くの企業が新卒一括採用にメ

リットを感じていることがわかった。以上より、新卒一括採用は学生と企業双方の面でメ

リットが存在し、終身雇用や年功序列とともに雇用の安定化に貢献していることがわかっ

た。しかしその一方でデメリットも存在している。新卒一括採用のデメリットは主に学業

への圧迫と機会不均等の 2 点が挙げられる。目節以降では就職活動の現状を見直し、学業

との両立と機会不均等の観点からデメリットを整理し、効果的な就職活動とは何かを検討

する。 
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図 2  新卒一括採用システムのメリット 

 
出典：内閣府『国民生活白書平成 18 年版』(「企業の採用のあり方に関する調査(2006 年)」) 

 

 

 

第2節 就職活動の現状 

第1項 インターンシップと学生生活 

学生が就職活動をする際に、入社したい企業を選定するという作業が必ずある。そし

て、自分の進みたい業界や興味のある企業・職種を研究する際の手段として、近年注目さ

れているのが「インターンシップ」という制度である。インターンシップは、企業と学生

の雇用のミスマッチを防ぐための試みとして活用されており、一般的に「学生が在学中に

自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと3」と定義されている。ただ

し、現在では、幅広く「就業体験」を指す概念として多様な使われ方をしている。 

 インターンシップに関して調査をした株式会社リクルートキャリアの「就職白書2014-

インターンシップ編-」によると、2013年度にインターンシップを実施した企業は43.5%で、

前年度(2012年度)の39.0%から4.5ポイント増加しており、企業からも注目されていること

が分かる。また、「受け入れ期間」や「受け入れ人数」を拡大する企業も増えている。こ

のことからも、企業が採用活動の一環としてインターンシップの活用を前向きに検討し、

制度の導入に積極的であることが伺える。 

                                                      
3 「インターンシップの推進に当たっての基本的な考え方」（平成 9年文部省、労働省、通商産業省合意） 
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インターンシップは、1日のみ実施されるものから、3ヵ月を超えて長期間実施されるも

のまで様々である。参加する学生や提供する企業の目的によって違いはあるが、インター

ンシップの「実施期間」は、学生が体験できる内容、企業が提供できるプログラムが大幅

に変わってくる点で非常に重要な位置付けとなる。数ヶ月にわたる長期のインターンシッ

プであれば、より実際の業務に踏み込んだプログラムを体験することができ、学生はその

企業を具体的に知ることができる。企業にとっても、自社のことをより深く知ってもらえ

るきっかけづくりになる。しかし、一週間程度のインターンシップ、ましてや1日限りの

インターンシップで得られる情報は非常に限られてくる。職場体験や仕事への関心を持た

せるためのものとして、その企業や業界に対する大まかな理解の手段としては有効である

と考えられる。しかし、厚生労働省の「インターンシップ推進のための調査研究委員会報

告書」によると、約7割の大学、約6割の企業が、高い実習効果を得るためには「1ヵ月以

上の期間が必要」と回答している事実がある。 

インターンシップの動向や現状・課題を分析した中山（2009）では、企業が考えるイン

ターンシップの効果的な実施期間として、教育的効果があるのは2～4ヵ月であるというこ

とが示されている。また、学生側に関しても3週間以上のインターンシップを行うと満足

度が上昇することを示しており、短期間よりも長期間のインターンシップのほうが効果的

であることが示唆されている。それでは、インターンシップ参加者はどれくらいの期間の

インターンシップに参加しているのであろうか。 

図3は、株式会社リクルートキャリアが「就職白書2014-インターンシップ編-」で2014

年卒インターンシップ参加者を対象に行った「インターンシップの参加期間」の調査結果

をまとめたものである。2014年卒のインターンシップ参加者の参加期間は「3日以上1週間

未満」が一番多く35%、目いで24.8%の「1日」が多いことが分かる。一方、大学・企業で

望ましいとされている「1ヶ月以上」のインターンシップに参加した学生は、全体の13.7%

である。中山（2009）で有効と示された2ヵ月以上のインターンシップの参加者はさらに

少ないと考えられる。よって、現在の状況では多くの学生が高い実習効果を得るような有

意義なインターンシップを経験しているとは言い難い。 

 

図 3  インターンシップの参加期間（2014 年卒インターンシップ参加者／複数回答） 

 
出典: 株式会社リクルートキャリア「就職白書2014-インターンシップ編-」より筆者作成 
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学生のインターンシップ参加期間を確認したが、企業が学生に提供するインターンシップ

の「実施期間」に関してもみていく。図 4 は同じく「就職白書 2014-インターンシップ編-

」でインターンシップ実施もしくは予定企業を対象に行った「インターンシップ実施期

間」に関する調査をグラフにしたものである。図 4 より、そもそも 1 ヶ月以上のインター

ンシップを行っている企業が 4.2%と非常に少ないことがわかる。中山（2009）を合わせ

て参照すると、現在のインターンシップは 1～2 週間が主流であるということが言える。

企業側にもメリットの大きい長期インターンシップが実施できない理由として、指導者が

不足していることや、人的対応ができないことが挙げられていた。しかし、学業や他の活

動に追われ、数ヵ月にわたる長期インターンシップに参加できる学生が少ないという学生

側の現状を加味した上での結果であるとも考えられるため、就職活動の時期を見直す必要

があると考えられる。 

 

図 4 2014 年度インターンシップ実施期間（インターンシップ実施企業[実施予定を含む]） 

 
出典: 株式会社リクルートキャリア「就職白書 2014-インターンシップ編-」より作成 

 

リクルートキャリアの同白書によると、2013年卒と2014年卒の学生を比較したインター

ンシップ参加率は17.4%から23.9%と6.5%増えている。しかし、インターンシップに参加

したことがない学生が2014年卒で未だ76.1%と大多数を占めている。インターンシップに

参加しなかった理由としてあげられた回答のうち、最も多かったものが「内容に魅力を感

じなかった」という回答で46.9%である。インターンシップの内容自体に不満を感じる学

生がいる一方で、「実施時期や時間が、自分の予定と合わなかった」と回答する学生が約

21%存在することにも注目すべきである。これは、学業を中心とした「学生生活」と「就

職活動」を並行して行うことの難しさを率直にとらえた意見であると考えらえる。学生が

就職活動において、「インターンシップ」を重要視しているとすれば、インターンシップ

への参加を「日程」を理由に断念してしまうような制度にしてはならない。まして、多く
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の大学・企業が、インターンシップにおいて高い実習効果を得るためには「1ヵ月以上の

期間が必要」と回答していることを考慮すると、学業をはじめ、様々な活動を行うとされ

る大学生活4年間に有意義な（長期的な）インターンシップを行うのは非常に困難であ

る。 

  

 

 

 

第2項 学生に対する企業の判断方法 

第 1 項では在学中に有意義なインターンシップに参加することが困難であるこ

とを述べた。本項では現在の採用時において企業が判断基準とする項目について

整理する。図 5 は株式会社マイナビが実施した「2015 年卒マイナビ企業新卒採用

予定調査」で、企業が「新卒採用において、学生の本質を見極めるのに良いと思う方

法」をアンケートで調査している。 

 

図 5  新卒採用において、学生の本質を見極めるのに良いと思う方法 

 

出典：株式会社マイナビ「2015 年卒マイナビ企業新卒採用予定調査」より作成  

 

「新卒採用において学生本質を見極めるのに良いと思う方法」で、最も有効だと感じて

いる方法は、「面接官 1 人に対して学生１人の長時間面接」で 47.3%であった。これは前
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る。このことから、面接 1 回あたりの学生 1 人にかける時間が長くなっていることが予測

され、就職活動に長時間を要する一つの原因として考えられる。 

目いで回答が多かったのは、28.8％で「長期インターンシップ」による判断である。本

項目自体のポイントが前年度よりも増加したことに加え、全体の項目における重要性も増

していることがわかる。第 1 項で前述した通り、学生がインターンシップで高い実習効果

を得るには、「1 ヵ月以上の期間」が必要だとされている。株式会社リクルートワークス

研究所の『「新卒採用」の潮流と課題 -今後の大卒新卒採用のあり方を検討する-』でも述

べられている通り、就職予備校や面接のマニュアル本などにより、上辺だけ「優秀な学

生」が生まれる可能性がある。このことを加味すると、面接だけではなく長期にわたるイ

ンターンシップを通して学生の態度や能力を見極めるという方法を活用するのが望ましい

とされる。 

大学生の本分は「学業」であるが、その「学業」が就職の際に、企業からどのように評価

されるのであろうか。株式会社マイナビが行った「2015 年卒マイナビ企業新卒採用

予定調査」では、企業が「採用判定基準として学業成績をどの程度考慮するか」

を明らかにしている。図 6 によると、学業成績を「重視する」が 3.1%、「ある程

度考慮する」が 50.9%となっており、半数以上の企業が採用活動を行う上で、学

業成績を比較的重視しているということが分かる。  

 

 

図 6 採用判定基準として学業成績をどの程度考慮するか 

 

出典：株式会社マイナビ「2015 年卒マイナビ企業新卒採用予定調査」より作成  

 

また、図 7 の株式会社アイデムが行った「学生・企業の双方を対象にした 2015 年の就

職活動・新卒採用に関する調査」では、学業に関して企業が判断基準としているもの

は「成績」だけでなく、大学時代に勉強してきた「内容」に関しても採用の判断

基準になりうる可能性が高い。株式会社アイデムでは、「学生・企業の双方を対象にし

た 2015 年の就職活動・新卒採用に関する調査」を行っており、その中で「2014 年度新卒

採用選考での重視ポイント」のアンケート調査結果を示している。それを表したのが図 7
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である。図 7 によると新卒採用選考で企業が最も重視すること（「とても重視した」と

「どちらかと言えば重視した」の合計）は、「人柄・性格」で 92.7%、目いで「身だしな

み・立居振る舞い」で 83.3%、そして「志望動機」で 74.3%という結果になった。これら

と合わせ、ここで注目すべき項目は学業に関する 2 項目（「学生時代に勉強していた内

容」、「学業成績」）である。「学生時代に勉強していた内容」を採用選考において重視

したと回答した企業の割合は 56.8%であり、「学業成績」を重視したと回答した企業の割

合は 50.9%である。学業に関する 2 項目はともに半数を超えており、採用選考において学

業を重視している企業が比較的多いということが、この調査結果からも分かる。 

 

図 7 2014年度新卒採用選考での重視ポイント 

 

出典：株式会社アイデム「学生・企業の双方を対象にした 2015 年の就職活動 

   ・新卒採用に関する調査」より作成               

 

以上図 6 図 7 より、大学時代における学業が企業の採用選考においても比較的重視され

ることが分かった。しかし、現状では就職活動と学生生活が並行しているため、特に 3 年

生後期からは学業よりも就職活動を優先せざるを得ないという状況にある。企業の「学業
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重視」の観点からも、より多くの学生が学業に専念することのできる環境（学業の妨げに

ならない就職活動の時期や仕組みなど）を整えることが必要である。 

 

 

第3項 企業側から見た学生の評価 

 これまで、学業と就職活動を並行して行うことが困難であるということを、「インター

ンシップの期間」等を通じて指摘してきた。学業や他の課外活動と就職活動との両立の難

しさから長期インターンに参加できないことや、企業・業界研究が進まずに学業あるいは

就職活動に専念できないことは、多くの学生が感じていることだと思われる。その中で中

途半端な就職活動を経て、自分の将来を決定してしまう学生も存在する可能性が否定でき

ないと考えられる。そこで、学生の就職活動に対する企業の評価をみていく。図 8 は、

2014 年に株式会社ディスコが行った「採用活動に関する企業調査」のアンケート結果のグ

ラフである。これは、今までに接した就職活動中の学生をどう見ているかを質問したもの

である。 

 

図 8 就業意識の低い学生が増えた(2014年卒→2015年卒) 

 
出典：株式会社ディスコ『「採用活動に関する企業調査」のアンケート結果』より作成 
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図 9  企業研究・業界研究が不十分な学生が増えた(2014年卒→2015年卒) 

 
出典：株式会社ディスコ『「採用活動に関する企業調査」のアンケート結果』より作成 

 

図 8 より「就業意識の低い学生が増えた」と考える企業は、「そう思う」と回答した企

業 13％、「ややそう思う」と回答した企業 27.2％を合わせ約 4 割にのぼることが分か

る。また、図 9 より「企業研究・業界研究が不十分な学生が増えた」と考える企業は、

「そう思う」「ややそう思う」と回答した企業合わせ 5 割近くにのぼっていることが分か

る。企業側からのインターンシップ等の就業体験の提供や業界・企業研究の各種セミナー

等が増えている中で、企業が学生に対して以上のような評価をしている点で就職活動の実

態に問題があるといえる。インターンシップに参加する学生は増加しているが、参加する

こと自体が目的となり本来の趣旨である「業界研究や企業研究」が行われていない恐れが
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その他の活動」を妨げられることなく「長期のインターンシップ」に参加できることや十

分な「業界研究や企業研究」を行うことが出来ることなど、就職活動に専念することので

きる仕組みを見直す必要があると考えられる。 

 

 

 

第4項 就職活動が困難な現行制度 

 第 3 項では、「企業側から見た学生の評価」を紹介してきた。学生が、就職活動と学業
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に行うことが難しいといった学生側からの声からも就職活動と学業を同時期に行うことの

困難さが推測される。図 10 は、株式会社リクルートキャリアの「就職白書 2014-採用活

動・就職活動編-」より作成したものである。この調査では、就職活動を行った 2014 年卒
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の大学 4 年生・大学院 2 年生を対象に、就職活動中の「情報収集」で「知りたいと思って

いたもの（「特に知りたいと思っていたもの」も含む）」、「知ることができたもの」に

ついて複数回答（前者は 3 つまで）したものをまとめた結果を示している。要約すると図

10 は「知りたかったことを知ることができたかどうか」を表したグラフである。 

 

図 10 就職活動中の情報収集 

 
出典：株式会社リクルートキャリア「就職白書2014-採用活動・就職活動編-」より作成 

 

 

就職活動中の学生が最も「知りたいと思っていたもの（情報）」は、「具体的な仕事内

容」で74.6%。目いで 「企業が求める具体的な能力・人物像」は72.9%、「採用選考の基

準」は70.3%という結果になっている。一方、学生が実際に「知ることができたもの（情

報）」についての割合は「具体的な仕事内容」で45.4%、「企業が求める能力・人物像」

で47%、「採用選考の基準」で30.2%と、いずれも大きく下回っている。すべての項目に

おいて、「知ることができたもの（情報）」は「知りたいと思っていたもの（情報）」の

割合を大きく下回っていることが分かる。このことから、就職活動を行う中で学生が知り

たいと思った情報を満足に入手できない現状がわかる。特に「具体的な仕事内容」や「仕

事のやり方・進め方」、「社員の労働時間」など、実際の職務に関しては就職活動におけ

る企業選択の際に重要な項目である。これらは実際に業務に携わることで深く知ることの

できる情報であり、ここでもインターンシップの重要性が示される。また、情報を入手で

きた割合が大きく下回った理由として、企業側の情報提供量の不足が挙げられるが、学生

側の就職活動に割く時間の不足も考えられる。この点から就職時期が在学中であることの

デメリットが挙げられる。 
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さらに、就職活動を大学卒業後も行った「既卒者」に焦点を当てて、就職活動の現状を

考察する。図 11 は、株式会社マイナビが「2014 年度マイナビ既卒者の就職活動に関する

調査」で、既卒者（14 年卒）を対象に調査した「在学中の就職活動で反省した点」をまと

めたものである。「在学中の就職活動で反省した点」として最も多かった回答は「自己分

析が不十分だった」が 44.6%、目いで「面接対策が不十分だった」が 37.5%となってい

る。自己分析や面接対策はいずれも時間のかかる作業であり、学生生活の中で十分な時間

をとって行うことが困難な学生も少なくない。また、「業界研究・企業研究が不十分だっ

た」や「スタートが遅かった（時間が取れなかった）」等の回答も 30%を超えている。

「自己分析」や「業界研究」は、就職活動において特に重要かつ時間がかかる一方で、そ

れらを十分に行わなかった場合、早期離職を誘引する可能性も否定できない。 

 この調査から、就職活動には時間を十分に割く必要があることがみてとれる。在学中は

学業等があるため就職活動に十分な時間にかけることができず、卒業後の就職活動を余儀

なくされた既卒者が多いことが推察される。 

 

図 11 在学中の就職活動で反省した点はどのようなことでしたか(14年卒) 

 
出典：株式会社マイナビ「2014 年度マイナビ既卒者の就職活動に関する調査」より作成 
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これまで、学生の就職活動の観点から、現在の採用制度の矛盾点や問題点を述べた。こ

れまでの現状分析を受け就職活動の時期に関して言及する。 

 

 

 

第5項 就職活動時期の見直し 

 本項では、今までの就職活動のスケジュールについて学生が満足していたかどうかを考

察していく。株式会社ディスコが学生の就職活動に対する声を、「就職活動のスケジュー

ルへの意見」として、「5 月 1 日現在の就職活動状況」という学生モニター調査（2014 年

卒業生を対象）で明らかにしている。ここでは、「就職活動の解禁時期が 12 月であった

ことをどう捉えているか」を調査したものを扱う。以下図 12 で示す。 

 

図 12 現在の就職活動解禁時期 

 
出典：株式会社ディスコ『2014 年度日経就職ナビ 学生モニター調査結果（2013 年 5 月発行） 

「5 月 1 日現在の就職活動状況」』より作成                     

 

図 12 では、58.9％の学生が「適している」と回答している。具体的な理由として「春

休みが就活のピークになるので学業と両立しやすい」という意見があがっている。また、

「遅すぎる」と回答した学生は 23.7％である。「4 月の選考開始までの期間が短く、セミ

ナーなどのスケジュールが過密だった」ということが主な理由として挙げられている。た

だし、この意見は「遅すぎる」と回答した学生だけではなく「適している」と回答した学

生の中にも「事前の対策が必要」という意見があり、ある程度の準備期間が必要だったこ

とが示唆される。そして、「早すぎる」と回答した学生は 17.3％で、「3 年生の時期から

就活を始めるのは、気持ち的にもなかなか入っていけない」や「エントリーシートを書く

余裕がない」といった意見が、その理由としてあげられていた。 

ここで、今一度学生による「就職活動のスケジュールへの意見」を整理する。この調査

結果によると、約 6 割の学生が 12 月開始の就職活動のスケジュールが「適している」と

考えていることがわかる。しかし、その中には「事前の就職活動に対する準備」が必要と

早すぎる

17.3%

適している

58.9%

遅すぎる

23.7%
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の意見も示す者がいるため、必ずしもこの時期が適切であるとは言い切れない。そして、

残りの約 4 割はこのスケジュールを「適していない」と判断していた。「あまり多くの企

業を見られなかったうえ、すぐにテストもあってきつい（遅すぎると回答）」や「3 月の

学会の準備で忙しく、エントリーシートを書く余裕がなかった（早すぎると回答）」と

いったものがあり、「遅すぎる」と回答した学生も、「早すぎる」と回答した学生も、総

じて「就職活動と学生生活の両立の困難さ」を理由に「適していない」と判断しているの

ではないか、と考えられる。つまり、この調査結果からも学生生活 4 年間の中で就職活動

を並行して行うのは望ましくないということが推察される。 

 

 

 

第6項 機会不均等 

 新卒一括採用は、「新卒」という条件を満せば留年や大学受験の際の浪人による一定程

度の遅延は問題視されない。一方で、一度卒業してしまうと「新卒」としては扱われず

「既卒」扱いとなり、中途採用枠での就職活動を強いられることとなる。これは、正規労

働者として就職する機会を失い、非正規労働者として職に就く選択肢しか残されていない

ことを意味する。図 13 は正規労働者と非正規労働者の月給賃金カーブである。正規労働

者は 50 代までに順調に賃金が上昇するのに対して、非正規労働者は 30 代までにわずかな

上昇が見られるものの、その後はほぼ横ばいである。正規労働者と非正規労働者の間には

格差が存在し、非正規労働者として就職することが大きなデメリットとなることがわか

る。 

図 13 雇用形態別賃金カーブ 

 
出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成 
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また、正規労働者と非正規労働者の間には企業の職業訓練の機会に格差があるため、非

正規労働者から正規労働者への転換率が低いことが懸念される。厚生労働省の平成 26 年

度「労働経済白書 第 3 章 職業生涯を通じたキャリア形成」では、非正規労働者から正

規労働者の転換率4を 5 年ごとに男女別で集計している。 

 図 14 より 1998 年から 2002 年まで、2003 年から 2007 年まで、2008 年〜2012 年まで

の転換率は男性で 2 割程度の水準でとどまっている。女性は 10%未満にとどまり、男女と

もに非正規労働者から正規労働者への転換率はいずれも低い水準となっている。非正規労

働者から正規労働者への転換率の低さから、新卒一括採用時に就職の機会を逃すと非正規

労働者としての就職を強いられ、生涯を低い処遇で過ごすことを余儀なくされる恐れがあ

る。不景気時に採用年が重なり就職の機会を逃す学生や病気やけがなどで満足な就職活動

ができない学生にとって大きなマイナス要因となる。 

 

図 14 (前職が役員又は正規の職員・従業員以外の雇用者) 

 
出典：厚生労働省 平成 26 年度『労働経済白書 第 3 章職業生涯を通じたキャリア形成』 

P.161 より抜粋                             

 

 また、大卒の入社 3 年以内の離職率が 3 割程度存在することも大きな問題となってい

る。厚生労働省『新規学卒者の離職状況に関する資料一覧』の新規学卒者の在職期間別離職率

の推移を見てみると、平成 8 年 3 月から平成 16 年 3 月までの 9 年間、離職率は 3 割付近で

推移している。平成 17 年 3 月以降は減少し平成 20 年 3 月には 3 割を切ったが、翌年の平

成 22 年 3 月に増加し離職率は 3 割程度で高止まりしている。 

 図 15 は労働政策研究・研修機構が行った『若年者の離職理由と職場定着に関する調

査』より、若年者の離職理由上位 10 位を示したものである。離職理由として最も多い回

答は「給与に不満」であり 34.6％であった。「給与に不満」や「昇進・キャリアに将来性

がない」などの企業の条件に関する不満や「仕事上のストレスが大きい」、「労働時間が

長い」、「仕事がきつい」、「仕事が面白くない」などの職務に関する不満項目の占める

割合が高いことがわかる。このことから、労働条件や職務内容などの情報が正確に理解さ

れていないことが示唆される。現在の在学中における企業研究や短期的なインターンシッ

プの参加だけでは限界があると推察される。 

                                                      
4非正規の職を離れた者のうち正規の職に就いた者の割合 
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図 15 若年層の離職理由 上位 10位(複数回答) 

 
出典：労働政策研究・研修機構『若年者の離職理由と職場定着に関する調査』より筆者作成 

 

本項では、新卒者が新卒での就職の機会を逃すことによるデメリットを述べた。しか

し、2010 年秋から雇用対策法指針が一部改正され、「3 年以内既卒者の新卒扱い」が実施

されている。これは、就職の機会を逃した高校・大学の卒業生が、再度新卒として就職活

動ができる仕組みである。「3 年以内既卒者の新卒扱い」はあくまで指針であり、強制力

はない。目項から既卒者の就職活動の現状をみていく。 

 

 

 

第7項 既卒者の就職活動の現状 

 前項まで、「新卒」の就職活動の現状を見てきたが、新卒での就職の機会を逃すことに

よるデメリットが大きいことから、既卒者の就職活動の現状も見ていく必要がある。前述

したとおり、「3 年以内既卒者の新卒扱い」が指針として導入されているが、実際どれだ

けの企業が実施しているのかをみていく。図 16 は、経団連が 2013 年の 11 月に経団連の

会員企業 1,301 社を対象に行った既卒者の応募状況を示したグラフである。既卒者の応募

受付を「既に実施している」企業は 67.4%、「今後は実施する予定である」が 3.3%と約 7

割の企業が既卒者の応募受付に積極的であることがわかった。目に、「既に実施してい

る」または、「今後は実施する予定である」と回答した 412 社を対象に、既卒者採用の形

態を調査した結果を図 17 で示した。既卒者を新卒扱いで採用活動をしている企業は

84.2%と高い割合を占めていることが明らかとなった。しかし、結果として既卒者を新卒

扱いで採用する企業は、既卒者応募受付を「既に実施している」もしくは「今後は実施す

る予定である」と回答した 70.7%の企業の内の「新卒採用扱いで実施」と回答した 84.2%

であるため、全体の約 6 割の企業に限られる。この現状は「既卒 3 年を新卒扱いする」こ

とが広く普及しているとは言い難い。 
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図 16 (1)既卒者の応募受付 

 

出典：新卒採用(2013 年 4 月入社対象)に関するアンケート調査結果より筆者作成 
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図 17 (2)既卒者採用の形態 

 
出典：新卒採用(2013 年 4 月入社対象)に関するアンケートより筆者作成 

 

 一方既卒者側の視点として、マイナビが 2014 年度の既卒者約 24,000 名を対象とした

「2014 年度マイナビ既卒者の就職活動に関する調査」を参考にする。本アンケートに、

「卒業後の就職活動において、既卒者を採用対象とした企業を探すのに苦労したことはあ

りますか。」という質問項目がある。表 1 がこの質問に関しての回答をまとめたものであ

る。 

 

 (質問項目)卒業後の就職活動において、既卒者を採用対象としている企業を探すのに苦労

したことはありますか。 

出典：2014 年度マイナビ既卒者の就職活動に関する調査 

※調査対象約 24,000 名 有効回答数 331 名 

 

 14 年卒は 77.1%が、13 年卒以前は 76.2%が「卒業後の就職活動において、既卒者を採

用対象としている企業を探すのに苦労した」と回答している。全体でも 77.7%と高い割合

新卒採用

扱いで実

施

84.2%

中途採用

扱いで実

施

7.8%

その他

6.6%
無記入

1.5%

 全体 14 年卒 13 年卒以前 

回答数 331 201 130 

はい 77.7% 77.1% 76.2% 

いいえ 22.3% 22.9% 23.8% 
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で存在することがわかる。企業の約 6 割で「3 年以内既卒者の新卒扱い」の指針が導入さ

れているにもかかわらず多くの既卒者が就職活動に苦労したと回答している点から、既卒

者の就職環境が整備されているとは言い難い。本項では企業側・既卒者側の双方から既卒

者の採用・就職活動の現状を見てきた。前述した指針により、既卒者が新卒扱いされ就職

活動を行いやすい環境整備を図っているが、新卒と既卒の機会不均等に関して変化はなく

依然として問題が残っていると思われる。これらのことから新卒一括採用自体の変革が求

められると考える。 

 

 

 

第8項 欧米諸国の就職活動事情 

 新卒一括採用の様々な問題点を指摘してきたが、本項では新卒一括採用をとらない欧米

諸国の雇用慣行について整理する。新卒一括採用は日本独特な雇用慣行であり、日本以外

で新卒一括採用システムをとる国は大変まれである。表 2 は内閣府の『成長のための人的

資源活用 課題と論点』を参考に作成したものである。韓国を除いて日本以外に新卒一括

採用をとる国はないことがわかる。 

 

表 2 主要国の若年者失業率と就職活動の特徴 

 出典：『成長のための人的資源活用 課題と論点』内閣府(平成 24 年) 

 

 

 では、具体的にどのような雇用慣行であるかを確認していく。ここでは特に若年失業率

の高いイギリスとフランスの事例について紹介する。 

 

・イギリスの就職活動 

 イギリスでは、最終学年で試験を終え、最終成績が出るまで就職活動をしない学生は全

体の約 5 割を占める。イギリスの大学生の就職の方法は主に以下 4 点が挙げられる。①求

人票などを利用しての応募、②企業訪問などの企業と接触する方法、③日本の多くの学生

が利用するキャリアサービスの利用、④民間の職業紹介機関の利用である。職業紹介機関

は日本でいうハローワークのような位置づけである。また、イギリスの採用の是非はイン

ターンなどの就業経験の有無が重視される。そのため、イギリスの大学生は在学期間中に

就業経験をするのが一般的である。大企業においては日本の新卒大卒者の採用ルートにあ

たる「学卒プログラム」によって採用活動を進めるのが一般的である。学卒プログラムに

て採用された場合、数年間の教育・訓練プログラムが用意されており、その期間内に複数

の仕事を経験することができる。卒業後 3 年程度までは、「学卒プログラム」の採用対象

国 
失業率（％） 

新卒一括採用慣行 
全年齢計 15～24(歳) 

日本 5.3 9.1 あり 

韓国 3.8 9.8 あり 

ドイツ 7.8 11.4 なし 

アメリカ 9.4 17.6 なし 

イギリス 7.8 18.9 なし 

フランス 9.1 22.8 なし 
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ではあるものの、一定以上の成績が必要となっているため、学生は在学期間中に成績を上

げることに注力しなければならない。 

 

・フランスの就職活動 

 フランスでは就職活動の際、即戦力が重視される。そのため、個人の持つ資格や能力、

職務経験によって採用される。これは、フランスのみならず、他の欧米諸国も即戦力重視

の慣行である。また、フランスには日本のように「新卒」・「中途」の区別がない。職務

経験のない学生を採用することはなく、すなわち「新卒」であってもその職に対応する資

格や能力、同様の職業での職務経験が求められる。日本の大学生のような職務経験のない

学生は、有期雇用や派遣などの非正規雇用を経験し、経験を積んで無期雇用(日本でいう正

規労働者)にたどり着く。 

 

 以上の事例より、欧米諸国の採用慣行は日本とは大きく異なることが確認できた。基本

的に学生の就職活動は学業とは分離された上で行われている。採用では学業成績が反映さ

れることが多いため、在学中は学業に専念することが目標とされ就職活動の早期化も日本

ほど見られない。また、採用の際は新卒者も職業経験や職務スキルが重視されることがわ

かった。 

しかし、表 2 より欧米諸国の若年失業率は、ドイツで 11.0%、アメリカで 17.6%、イギ

リスで 18.9%、フランスで 22.8%と、日本の 9.1%や韓国の 9.8%を大きく超え、新卒一括

採用を取り入れる国と比較して非常に高いことが示される。 

 

 

 

第3節 本稿の位置づけ 
 

 前節まで新卒一括採用の問題点を整理することで新卒一括採用の改革の必要性を述べて

きた。しかし、第 2 節第 8 項の表 2 から考えられるように、新卒一括採用を廃止すること

で若年失業率が上がることが懸念される。そこで、本稿では現在の新卒一括採用を廃止し

た際の若年未就業者数を推測し、現在の若年未就業者数と比較してどれだけ増加するのか

を概算する。若年未就業者数を概算するにあたり、就職留年者も考慮したい。就職留年者

とは、新卒での就職に失敗し、再度新卒での就職の機会を得るために留年し、在学しなが

ら就職活動を行う者のことである。就職留年者を考慮した概算は先行研究ではないため、

この点を本稿の独自性とする。 
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第2章 分析 

第1節 分析における先行研究 
 リクルートワークスが「新卒一括採用」を廃止した場合の、学卒未就業者の試算をして

いる。「新卒一括採用」を廃止すると、現行では、異なるマーケットで採用が行われてい

た新卒者と既卒者が同一のマーケットとなると仮定し、2010 年 3 月卒業者の大学生およ

び大学院生を対象に、そのときに発生する未就業者の試算を行った。 

 以下の図 18 中の図表 1 が、現状の新卒一括採用を表した図、図表 2 が新卒一括採用を

廃止した場合を表した図である。 

図 18 シミュレーション方法 

 
出典：リクルートワークス(2010)「新卒採用の潮流と課題」より抜粋 
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 図 18 から分かるように、新卒一括採用が廃止されることで新卒就職希望者が既卒就職

希望者に就職採用マーケットを圧迫され、新卒未就業者数が増加することが予想される。

ここでリクルートワークスが行ったシミュレーションについて紹介する。 

 

《シミュレーションの前提》 

(以下リクルートワークス(2010)「新卒採用の潮流と課題」より引用) 

1.大卒・院卒者の新卒マーケットと既卒マーケット(20〜29 歳を想定)が同一なものと仮

定する。 

 

2.新卒者と既卒者との間で、能力的な分布や採用されやすさ・されにくさの違いはないも

のとし、両者のマーケットが同一になった場合の就職率は、新卒者も既卒者も同じになる

と仮定する。 

 

3.新卒一括採用が廃止されることにより、大学卒業時に就職できないと判断した学生の一

部は大学院に進学し研鑽を積むことが予想される。そのため、本シミュレーションでは、

大学院進学率が 20 年度実績より 3%増えると仮定(→3%の根拠は、過去 20 年の最大増加分

の 3 倍)。 

 

《シミュレーションの方法》 

 シミュレーションは以下のステップ 1 からステップ 4 の手順に従って行った。 

 

・ステップ 1：就職希望者、就職者数の算出。 

1.「学校基本調査」(2010 年 3 月卒)より、新卒者の就職希望者、就職者数を割り出す。

就職希望者数は、(「卒業生−「公務員就職者＋教員」−「大学院進学者」」として算出。 

 

2.既卒者の就職希望者数を求める。 

「労働力調査」(2009 年)より、既卒者の就職希望者数を 20〜29 歳で、大卒、大学院卒の

失業者数と求職している就業者数の合計とする。 

ただし、学歴別の 20〜29 歳の失業者数および求職している就業者数は、「労働力調査」

に集計結果が掲載されていないため、「就業構造基本調査」(2007 年)より、 

① 20〜29 歳の失業者数に占める 20〜29 歳の大卒・大学院卒失業者数の割合 

② 20〜29 歳の求職している就業者数に占める 20〜29 歳の大卒・大学院卒求職している

就業者数の割合を算出し、「労働力調査」の値にかけることで、算出。 

 

3.既卒者の就職者数を求める。 

「雇用動向調査」(2008 年)の 20〜29 歳の転職入職者(一般労働者)および新卒以外の一般

未就業者(一般労働者)をもとに、全学歴に占める大卒・大学院卒の割合をかけることで算

出。 

 

・ステップ 2：進学率 3%増加の際の、新卒者の就職希望者を算出。 

 

・ステップ 3：新卒マーケットと既卒マーケットが同じとした場合の就職率を算出。 

       具体的には、両市場の就職希望者数と就職者数をそれぞれ合計し、その値 

       を使い就職率を算出。 
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・ステップ 4：新卒者の就職希望者数に(1−「ステップ 3 の就職率」)をかけ、その結果よ

り一時的な仕事に就いた者の人数を差し引くことで未就業者(予測)を算

出。 

 

 以上がシミュレーションの前提とその方法である。リクルートワークスの概算による

と、新卒一括採用を廃止した場合、現状の約 9.6 万人の未就業者数が約 6.7 万人増加した

約 16.2 万人になると推定されている。しかし、そもそもこのシミュレーションでは、現状

の未就業者に就職留年者が含まれていないのに対し、新卒一括採用を廃止した場合では、

就職留年者も含まれている。読売新聞教育取材班の『大学の実力 2012』より、大学の就職

留年者数は約 7 万 9 千人と概算されている。この数字は、8 割の解答率であることから、

就職留年者はおよそ 10 万人存在すると考えられる。この就職留年者を含めた新卒採用就

職マーケットを考えると、新卒就職希望者の就職率は先行研究で概算された就職率を下回

ると予想される。よって新卒未就業者数の増加は先行研究の増加数を下回ると考えられ

る。また新卒一括採用が廃止された場合、大学院進学率が増えると予想されることから、

新卒未就業者数の増加以上に既卒就業者数が増加すると考えられる。以上より、われわれ

は新卒一括採用をなくした場合においても、未就業者数つまり失業率は増えないのではな

いかと考える。目節で実際にシミュレーションを行う。 

 

 

 

第2節 シミュレーション 
 

 リクルートワークス(2010)の「新卒採用の潮流と課題」における就職一括採用の廃止の

際の新卒未就業者数のシミュレーション分析を参考に、シミュレーションを行う。 

  

〈シミュレーションの前提〉 

・大卒/院卒の新卒マーケットと既卒マーケットが同一なものと仮定する。 

・新卒者と既卒者との間に、能力的な分布や採用のされやすさ・されにくさの違いはない

ものとし、両者のマーケットが同一になった場合の就職率は新卒者も既卒者も同じになる

と仮定する。 

・新卒一括採用が廃止されることによって既卒も新卒と同じように採用されることになる

ため、以前は就職留年しようと考えていた学生がそのまま卒業し、就職活動を続けると考

えられる。よって新卒就職希望者に就職留年者が組み込まれると仮定する。 

 

 

〈シミュレーション方法〉 

（１） 新卒就職希望者数、新卒就職者数の算出 

「学校基本調査」（2010 年 3 月卒）より、新卒就職希望者数と新卒就職者数を算

出する。新卒就職希望者数は、大学・大学院ともに「卒業生‐（公務員就職者＋教

員）－進学者」を算出し、さらに読売新聞『大学の実力』調査より推計された 2010

年の就職留年者数 10 万人の 3 つを合計したものとする。新卒就職者数は、大学卒業

生のうちの就職者数と大学院卒業生のうちの就職者数を合計したものとする。 

 

（２） 既卒就職希望者数、既卒就職者数の算出 

まず労働力調査（2010）より、既卒就職希望者数を算出する。既卒就業希望者数
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は 2010 年平均の完全失業者数と転職希望者数を合計したものとする。目に、雇用動

向調査（2010）より既卒就職者数を算出する。既卒の就職者数は、入職前は未就業

者であり、かつ既卒であったものである未就業既卒入職者と入職前は就業者であっ

た転職入職者を合計したものとする。 

 

（３） 既卒者マーケットと新卒者マーケットが同一になった場合の就職率の算出 

（1）と（2）で算出した新卒就職希望者数、新卒就職者数、既卒就職希望者数、

既卒就職者数の 4 つを用いて算出する。新卒就職者数と既卒就職者数の合計値を新

卒就職希望者数と新卒就職希望者数の合計値で割ったものを、就職率とする。 

 

（４） 同一マーケット後の新卒就職者数と同一マーケット後に増加する新卒未就業者数を

算出 

（3）の就職率を新卒就職希望者数にかけて、同一マーケット後の新卒の就職者数

を算出する。この値を（1）で出した新卒就職者から引くことで、同一マーケット

後に増加する新卒未就業者数を概算する。 

 

就職留年者を考慮した計算式 

 

新卒未就業者数=新卒就職者数－(新卒就職者数＋既卒就職者数)/(新卒就職希望者数＋既卒

就職希望者数＋就職留年者)×(新卒就職希望者数＋就職留年者)  

 

 

〈シミュレーション結果〉 

 
 

 まずはリクルートワークス（2010）のように、新卒就職希望者数に就職留年者を組み込

まない場合を想定しシミュレーションを行った。これは、先行研究で扱ったデータと本稿

で扱ったデータに差異があるため、より比較しやすいようにするためである。この場合同

一マーケット後に増加する新卒未就業者数は約 11000 人であるという結果が得られた。目

に、新卒就職希望者数に就職留年者を組み込んだ場合を想定してシミュレーションを行っ

た。この場合同一マーケット後に増加する新卒未就業者数は 45500 人という結果が得られ

た。これより、就職留年者数を新卒就職希望者数に組み込んだ場合に同一マーケット後の

新卒未就業者の増加数は、本稿の仮説通り減少することが分かる。また、既卒就職者数は

新卒一括採用廃止後 46800 人増加することが分かった。結果として新卒未就業者数の増加

を既卒就職者数の増加が上回った。これは新卒マーケットのみで考えれば失業率は高まっ

たが、全体の労働市場で考えると失業率が低くなったことがいえる。また、リクルート
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ワークス（2010）で想定された新卒未就業者は 6.7 万人であり、想定される新卒未就業者

数は本稿のシミュレーションが下回った。 

 以上のシミュレーション結果から、新卒一括採用が廃止された場合既卒者が今までより

就職しやすい環境になると考えられる。これは「新卒」という機会にこだわらない自由な

就職活動ができるようになると考えられる。これらのことから新卒一括採用の廃止は、合

理性を持つと考えられる。 

 目章では本章での分析結果を踏まえ新卒一括採用の改革と具体的な政策案を提言する。 
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第3章 政策提言 

第1節 就職活動の時期について 
 ここでは、就職活動の開始に関して提言する。われわれは、第 1 章の現状分析で新卒一

括採用のデメリットを述べてきた。現行の新卒一括採用は、在学期間中に学業と就職活動

を並行して行う必要があり、学生の本分である学業が疎かになってしまう。これらを解決

するためにわれわれは、「大学または大学院を卒業するまで就職活動の一切を禁止する」

という政策を掲げる。図 19 は、2016 年度卒の就職活動スケジュールとわれわれの政策の

就職活動スケジュールを比較したものである。 

 

図 19 就職活動のスケジュール 

 
 

2016 年度卒の新卒一括採用では、3 年生の 3 月に広報活動が解禁、4 年生の 8 月に面接

などの選考活動が解禁し、10 月から内定を出し始めるのに対し、われわれの政策では、大

学在学期間中は就職活動の一切を禁止し、卒業後の 10 月から就職活動を解禁する。これ

により、就職活動をする必要がなくなるため、学生は本分である学業に十分専念すること

ができる。また、学業以外のその他の活動にも従事することができ、学校生活を有意義に

過ごすことが可能となる。われわれの政策は学業と就職活動を分離し、学業と就職活動そ
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れぞれ専念する時間を設けることを目的とするため、在学中の就職活動の一切を禁止する

ことも合わせて提言する。 

 われわれの政策では卒業後から 10 月までの半年間の猶予がうまれる。この期間中は個

人で自由にインターンシップや留学などをして過ごし、自らのキャリアに関して見直す期

間とする。目項ではこのギャップイヤーの過ごし方について提言する。 

 

 

 

第2節 ギャップイヤーの活用 
 卒業後の長期インターンシップの促進 

学生生活と分離した、卒業後の長期インターンシップを奨励する。平野（2010）では、

第一にインターンシップにおける実習内容の違いによって、学生の就業意識や職業・職種

の適正認識等への影響が違ってくるのか、第二にインターンシップへの参加経路の違いが

就業意識等に影響を与えるのか、またその参加経路の違いによって、実習内容への影響が

異なるのかについて検証を行っている。使用しているデータは、インターンシップ推進の

ための調査委員会（2004）『インターンシップの実態に関するアンケート』の学生調査

で、調査対象はインターンシップを経験した学生である。調査方法は郵送調査と web 調査

によって行われていて、双方の調査方法を合わせたサンプル数は 902 である。推計方法と

しては、インターンシップ参加に対する感想についての設問を被説明変数とし、被説明変

数が順序変数であるため、順序プロビット・モデルを用いた回帰分析を行っている。 

 この推計結果より、インターンシップの実習内容の中で、基幹業務のような実務的要素

の高い実習内容を体験することにより就業意識の向上や職種等の理解が促進されること、

また長期的なインターンシップを体験することが就業意識の向上や業種等の理解に繋がる

ことが判明している。しかしながら現状分析で示したように、わが国においてインターン

シップを行う期間は 3 日以上 1 週間未満が最も多く、1 ヵ月以上行う長期的インターン

シップは学業と両立させなければならない学生側にとって時期的に難しいという現状があ

る。よって学業に支障をきたすことなく長期インターンシップを行うことができる期間の

確保が必要となる。 

 また、大学の授業科目としてインターンシップに参加した学生では、参加日数が就業意

識や職種等の理解に影響を与えていないことも分かった。その一方で、大学とは無関係に

インターンシップに参加した学生には、インターンシップの長期化が就業意識や職種等の

理解にプラスの影響を与えるということが判明した。つまり、在学中に授業の科目として

単位認定付きの長期インターンシップが可能であっても、ほとんど効果がないということ

である。したがって、われわれは大学とは無関係に長期インターンシップを行うことがで

きる「卒業後の空白期間=ギャップイヤー」に着目し、「ギャップイヤーを活用」したイ

ンターンを提言する。 

 
ギャップイヤーの効果(イギリスを例に) 

われわれの政策を施行すると、大学を卒業してから就職活動解禁まで約半年の空白期間

が生まれることになる。一般的に、この空白期間は「ギャップイヤー」と呼ばれ、ギャッ

プイヤー白書編集委員会の「ギャップイヤー白書 2013」でこの定義が紹介されている。

「ギャップイヤー」の定義は、親元・教員から離れた非日常下での「インターン・ボラン

ティア・国内外留学（課外）とされ、期間は 3～24 ヵ月程度とされている。そこで、われ

われはこのギャップイヤーを、インターンシップやボランティアを通じた自己成長の期間
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として位置付けることとする。ギャップイヤーの発祥はイギリスであり、「グローバル人

材」、「国内地域・社会的課題の解決型人材」等の「リーダー育成」の機会になるとして

導入された。さらに、同白書で取り上げられている南アフリカの高度人材養成教育機関

（African Leadership Academy）の「ギャップイヤー・プログラム」では、以下の能力・

スキルを身につけることができるとされている。 

 

・International Perspective 国際的視野 

・Decision-making 意思決定力 

・Relationship-building 関係性構築力 

・Problem-solving and Resourcefulness 問題解決力と独創性 

・Communication, especially across cultures 異文化コミュニケーション 

・Organization and Responsibility 組織力と責任力 

・Teamwork and Flexibility チームワーク力と柔軟性 

・Maturity and Self-Awareness 成熟と自己の気づき 

・Independence and Self-Confidence  独立性と自信 

・Language Fluency 言語能力  
 

しかし、これらだけではなくギャップイヤーには様々な効果がある。「就職」に関して

考えてみると、長期インターンシップを経験することで「就業力の向上」が期待され、さ

らにその業界で働くことの「職業観の醸成」にもつながるとされている。また、ギャップ

イヤーを利用して海外でのインターンシップやボランティア、留学を経験することで、

「グローバル人材」としての耐性獲得や、実地訓練の経験も身につけることができる。

ギャップイヤーを有意義に使うことで、あらゆる教養を身につけることができるととも

に、より深い就職活動を行うことができるのである。 

ギャップイヤー発祥の国であるイギリスでは、大学に入学する前にギャップイヤーを取

得する人が、総人数の 3 割を超えている。その理由として、大学入学前に職業経験を積む

ことで「どの大学で何を勉強するか」を選定する際の手助けになるということがあげられ

る。これは大学入学前のケースであるが、大学卒業後のケースでも同様のことが言える。

つまり、大学入学前の高校生はギャップイヤーを「大学選び」の期間として利用するのに

対し、大学卒業後の就活生はギャップイヤーを利用してインターンシップ等を経験するこ

とで、将来働く「業界・職種選び」の期間として活用することができる。イギリスでは、

「ギャップイヤー」という言葉・概念が市民権を得ているため、学生自らギャップイヤー

を「取得」するという現状があるが、日本では極めて稀なケースである。しかし、ギャッ

プイヤーは就活生にとって非常に有効なものであるため、われわれの政策での半年間の

ギャップイヤーの創出は大きな効果が期待される。 

 

ギャップイヤー取得者の人材評価 

企業側から見たギャップイヤー取得者の人材評価を紹介する。イギリスにおいて、

ギャップイヤー取得者の人材評価は非常に高い。一般社団法人日本ギャップイヤー推進機

構協会の「ギャップイヤー導入による国際競争力を持つ人材の育成」の中で取り上げられ

ている CSV(Community Service Volunteer：地域社会サービスボランティア)の調査によ

ると、有益なギャップイヤーを送った学生は職場での意思決定やコミュニケーション能

力、対人関係構築において優れていると判断した雇用関係者は 88%にものぼる。また、一

般社団法人日本ギャップイヤー推進機構協会では、東洋経済新報社から発売された「就職

四季報 13 年版」に掲載されている「求める人材」のキーワード（類義語も含む）を解析

しており、その中で上位にランクインしたキーワードは、「チャレンジ・積極性」、「自

主・自立」、「創造力・発見力」と続き、「グローバル」も 6 番目にあげられていた。こ



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

34 

 

の解析結果より、大学生に求められている要素の 1 位～3 位、そして 6 位の「グローバ

ル」は、先述の南アフリカの高度人材養成教育機関（African Leadership Academy）の

「ギャップイヤー・プログラム」において紹介されていた、ギャップイヤーを利用するこ

とで得られる能力である可能性が高いといえる。つまり、ギャップイヤーを利用してイン

ターンシップやボランティアを経験することで、企業から評価される人材に近づけること

を示唆しているといえる。ゆえにこれらの調査結果からも、わが国でもギャップイヤーを

創出し、就活生に様々な経験させる意義があるといえる。 

 

ギャップイヤーに向けた環境づくり 

「ギャップイヤー」がほとんど浸透していない日本において、ギャップイヤーを創出す

ることは多少の混乱を招く可能性がある。2016 年卒の学生に向けて施行された「就職活動

の繰り下げ」に関しても、下村博文文部科学相は、国公立大学の関係 4 団体の代表らに、

「学生に不安や混乱が生じないよう、きめ細かく丁寧な対応をお願いしたい」と協力を求

めた。そして、この際に強調された具体的な 4 つの要請は、ギャップイヤーの創出の際に

も共通していえることなのである。以下がその要請である。 

 

・主体的な大学改革 

・インターンシップなど職業教育の充実 

・地域や産業界のニーズを踏まえたカリキュラムの策定 

・留学の促進 

 

 これらの要請はあくまでも「就職活動の繰り下げ」に関しての要請であるが、ギャップ

イヤーを就活生が有意義に過ごすことのできる環境づくりに関しても強調したい点であ

る。それでは、大学側はどのような対応をすればよいのか。ギャップイヤーが浸透してい

るイギリスを例に考えてみる。 

イギリスで「ギャップイヤー」の取得が拡大している理由の一つに、ギャップイヤーの

取得を推進する「環境」が整っていることがあげられる。北アイルランドにあるアルス

ター大学では、キャリア開発センターで提携旅行会社の「英語をタイで教える“ギャップ

イヤー”有給プログラム」の紹介をしており、参加者は 1 月最低 600 ポンド（約 9 万円）

の収入を得ることができる。さらに、プログラムを通じて「TEFL（外国人に英語を教え

る資格）」も取得することができる。研修と宿泊施設も合わせて用意されるとともに、オ

プションのプログラム（参加者同士の交流等）も選択でき、非常に充実していることが分

かる。特筆すべきなのは、ギャップイヤーを有意義に過ごすためのプログラムを日本で言

う「キャリアセンター」が関与して情報を提供しているということだ。さらに、ギャップ

イヤーの間にかかる生活費等のコストをプログラムの経験を通して賄うことができるとい

うことも魅力的である。こうしたプログラムは大学のキャリアセンターだけではなく、大

卒向けの求人サイトに掲載されている「ギャップイヤー支援団体」からも情報を得ること

ができるという。こうしたイギリスの取り組みは参考になると考えられる。ギャップイ

ヤーをより有意義に過ごすための「環境づくり」に大学も貢献しており、わが国でも参考

にすべき例であると考えられる。 
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第3節 成績優秀者への例外措置 
 在学中にインターンシップに参加したいという学生に対し、われわれは「大学の成績優

秀者への優遇措置制度の創設」を提案する。これは成績優秀者を学業に専念できていると

みなし、大学が在学期間中のインターンシップへの参加を許可するという制度である。こ

れにより在学中にインターンシップに参加したい学生はより勉学に励むことになり、学業

を疎かにせずにインターンシップの参加が可能になる、と考えられる。成績優秀者をどの

ように定義するかについては各大学の裁量により決定することを想定している。具体的に

は GPA 等を用い、学部生の上位数％を成績優秀者とするといった具合となる。 

 

 

 

第4節 おわりに 
 

 新卒一括採用の卒業後繰り下げによる経済的負担が増大することが予想される。われわ

れは企業の長期インターンシップや留学などギャップイヤーの活用手段として紹介してい

るが、完全に個人の裁量に任せている。所得の低い者や一人暮らしの者など、生計を立て

ながら生活する必要がある者にとっては小さくない負担である。ギャップイヤーを自由に

活用できる者との機会格差が生じてしまい、就職活動が均一化されているとは言い難い。

これは、今後の課題として挙げたい。また、学業に専念する環境を創出するために「在学

期間中の就職活動禁止」という政策も提言したが、どの程度禁止できるか定かではない。

例え、禁止しても学生の主体的な就職活動を完全に制限することは不可能であり、効果の

有無は計ることができない。しかし、われわれの政策の趣旨は「学生の学業と就職活動の

分離」であり、決して就職活動を禁止することが目的でないことに留意されたい。成績優

秀者への例外措置として、学校側・企業側からの就職採用活動の提供も可能とすることも

政策に盛り込んだため、学生が学業に励むようになるインセンティブになるかもしれな

い。ひいては学生の在学中の就職活動の問題にとどめず、大学教育の改革にも議論が波及

することを期待する。最後にわれわれの研究が、学生と企業と大学 3 者が一体となり、就

職と学業のあるべき姿を実現する一助となることを望む。 
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