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る。因みに、暮らし向きが悪化し、かつ
WLBも適度ではないとする人達が、勤
労者全体の2割弱おり、そのうちの約2/3
の人が生活に不満を持っていた。その不
満割合は、勤労者全体の不満割合（3割
弱）に対して、2.2倍も高い。そこで、こ
れら２つの意識の変化をみると、2020年
は、暮らし向きが悪化した人が増加した
が、WLBが適度とする人が増え、生活
満足度の全体の評価を下支えしたような
状況がみられた。
　そのWLB意識が、本年4月の勤労者
短観では、元に戻るような動きをみせて
いる。2020年にWLB意識が改善した要
因の一つには、テレワークの増加が関係
していたとみられ、テレワークのその後
の動向との関係が気になる。また働き方
改革の取組みが、WLB意識の変化にど
のように現れているのか、くるのかが重
要な点だ。その成果を点検していく上で、
WLB意識の定点観測を行っている勤労
者短観のデータは貴重な存在だ。
　第３は、孤立感。「生活満足度」は、
今回の勤労者短観において尋ねた、「孤
立感」の有無や「家族とのつながり」の
変化とも、強い関係があることが確認で
きる。感染症対策で人の移動や接触が
制限され、テレワークが求められたりし
たことが、会社の人達とのつながりを始
め、孤立感や人 と々のつながりに負の影
響をもたらした面はあった。しかし他面
では、テレワーク実施者の方が家族との
つながりが強くなったり、コミュニケーシ
ョン・ツールの利用により、離れた家族と
の交流機会の増加を通じて家族とのつな
がりが強くなったりしている様子も確認で
きる。オンライン利用の負の側面を改善
しつつ、そのプラス効果を高めていくこと
が期待される。
　勤労者短観のデータは、寄託している
東大社会科学研究所で2018年度に公募
型の二次分析が行われるなど、外部の
研究者にも利用されている。勤労者の仕
事と暮らしの実相把握と理解が更に進む
ことに貢献できればと思う。

「勤労者短観」を発表している。その時々
の関心テーマについても取り上げてき
た。調査開始以来20年間のデータ蓄積
と包括的な調査項目から、勤労者の意
識を多角的に捉えることができる。本
年4月初めに調査した第41回目の勤労
者短観のデータから、いくつか紹介し
たい。
　第１は、リスク（不確実性）に対する
態度。新型コロナワクチンの有効性と安
全性について100％確実なことは分から
ない中で、その受け止め方は人によって
異なる。ワクチン接種の意向を尋ねたと
ころ、その回答割合は、「早く接種したい」
が24％、「様子を見て判断したい」が
57％、「接種したくない」が18％だった。
そこで、各回答群はリスクに対する態度
の違いを反映していると仮定して他の調
査項目とクロス集計をしてみると、例え
ば、「接種したくない」等リスク回避的な
人ほど、景気の見通しが悲観的で、先
行きの消費態度も弱いなど、色 な々こと
が確認できる。属性的には、年齢が高
いほど、賃金収入が多いほど、世帯貯
蓄額が多いほど、「早く接種したい」と
いう回答が多い。つまり、若い人ほど、「接
種したくない」等リスク回避的な人が多
かった。これらの解釈には注意深い分
析が必要だが、これからの日本経済社
会を引っ張っていくことが期待される若
い世代の方が、リスク回避的な人が多
いのかどうかは気になる点だ。
　第２は、生活の満足度。3月に公表さ
れた国連の世界幸福度報告によると、
2020年は、コロナ禍にもかかわらず、各
国の幸福度やランキングは意外にも安定
したものだった。勤労者短観で毎回調
査している「生活満足度」も、全体とし
ては悪化していない。
　「生活満足度」と勤労者短観の他の
調査項目との関係をみると、例えば、「1
年前と比べた現在の暮らし向き（変化）」
や「ワーク・ライフ・バランス（WLB）」
の意識との関係が強いことが見て取れ

合総研では、勤労者の仕事と暮
らしの定点観測を行い、年2回、連
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　 視　点

2021年３月大学等卒業予定者は、経団連が就活ルー

ル（採用選考に関する指針。広報開始：３月、選考開始：

６月、内定開始：10月）を廃止した最初の年となった。

政府は引き続き就活ルールを踏襲することを企業に求

め、企業がどう対応するかが注目されたが、新型コロ

ナウイルス感染症の流行により、企業による対面での

広報、選考活動が抑制され、企業、学生共にオンライ

ンでの活動（リモートでの企業説明会、面接等）を余

儀なくされた。

また、飲食、宿泊、旅客輸送、旅行などの産業を中

心に企業業績が悪化し、求人を大幅に抑制する企業が

見られ、就職氷河期の再来を懸念する声も聞かれた。

一方で、新型コロナウイルス感染症の流行以前から、

若年人口の減少、社会のIT化の進展に伴い、IT人材の

採用の激化が進んできたが、新型コロナウイルス感染

症の流行による非対面化・オンライン化がそれに拍車

をかけた状況にある。このため、高給を払ってでも学

卒者を確保したいとの考えから、IT業界を中心に、従

来の職種を限定しない、いわゆる「メンバーシップ型」

の雇用から、職種を限定し、採用時から能力に応じて

高給を支払う、いわゆる「ジョブ型」の雇用への動き

も見られる。

常見論文では、官庁、経済団体、就職情報会社が発

表した求人倍率、内定率などの各種調査結果をもとに、

新型コロナウイルスショックが大卒者の就職活動、企

業の採用活動に与えた影響について取り上げている。

求人倍率、内定率などの指標の低下、悪化は明確で

あり、その影響を確認できるが、1990年代前半から

2000年代半ばにかけての「就職氷河期」や、「リーマ

ンショック」の影響を受けた2010年代前半と比較す

ると、その影響は限定的としている。一方、就職活動・

採用活動のプロセス、手段に関する影響は顕著であり、

緊急事態宣言の発令により、採用活動の中断、停滞が

見られるとともに、採用活動の手段としてオンライン

化が顕著となった、学生の心のケアも課題であるとし

ている。

柏木論文では、大学のキャリアセンターが行う就職

支援や学生の就職活動等にどのような変化が起きてい

るのかを、亜細亜大学の事例により取り上げている。

就職支援行事のオンライン化の状況とそのメリッ

ト・デメリット、学生の就職活動のオンライン化の状

況（企業の側から学生をスカウトする形も増えている。）

とそのメリット・デメリットなどのほか、ジョブ型雇用

が普及した場合の、大学におけるリカレント教育の重

要性や、長期（１か月以上）のインターンシップの必

要性を論じている。

太田論文では、新卒一括採用の今後について、いわ

ゆる「ジョブ型雇用」と関連付けて取り上げている。

各社がデジタル人材の獲得に力を入れていることか

ら、「ジョブ型雇用」が浸透し、新卒採用がその重要性

を失い、新卒者の就職難が生じる可能性について、①

全社的に「ジョブ型」を展開する企業が急速に増える

とは考えにくい、②各世代の優秀な人材を企業が獲得

するためには新卒段階が望ましいという点は、かりに

「ジョブ型」が広まったとしても大きくは変わらないと

して、否定的である。

また、「ジョブ型」の広まりへの懸念により、学生の

「就社意識」が変わる可能性についても論じている（在

学中に自分の能力を磨くことに積極的になる。「どの会

社に入るか」というよりも「どのような仕事でキャリ

アを伸ばしていくか」という視点が強まる。）。

児美川論文では、コロナ禍は、新卒採用に対してど

のような影響を与えたのか、今後はどのような影響を

及ぼすのか、そこには新卒採用の「ニューノーマル」

が生起するのかを取り上げている。

コロナ禍で業績が悪化した一部の業界等を除くと、

企業側の採用意欲は高く、採用選考の手法がオンライ

ン化した点を除けば、それほど大きな変化はなかった

としているが、それ以外の変化の芽として２点、①企

業側からの新卒採用のチャンネルの多様化（特に「通

年採用」と「ジョブ型雇用」の広がり）と、②就職に

のぞむ学生側の価値観の変容をあげ、今後の「定点観測」

が必要としている。

各寄稿で論じられた内容に留意しながら、今後の動

向を注視していきたい。

（連合総研主任研究員　金成真一）

コロナ禍が新卒一括採用に与えた影響・変化と
今後の展望について

〈特集解題〉
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１. はじめに
　本稿では、新型コロナウイルスショックが
大卒者の就職活動、企業の採用活動に与え
た影響について、官庁、経済団体、就職情
報会社が発表した求人倍率、内定率などの
各種調査結果をもとに検証する。
　結論から言うならば、求人倍率、内定率
などの指標の低下、悪化は明確であり、そ
の影響を確認することができる。しかし、
1990年代前半から2000年代半ばにかけての

「就職氷河期」や、「リーマンショック」の影
響を受けた2010年代前半と比較すると、そ
の影響は限定的だ。
　一方で、就職活動・採用活動のプロセス、
手段に関する影響は顕著だった。我が国初
の緊急事態宣言が発令されたことにより、採
用活動の中断、停滞が見られた。採用活動
の手段においては、オンライン化が顕著とな
った。学生の心のケアも課題である。

2. 求人倍率、内定率からの検証
　新型コロナウイルスショックの大卒者の就
職活動への影響を、官庁、就職情報会社が
公表した求人倍率、内定率などのデータを
もとに確認する1。
　まずリクルートワークス研究所が2021年4
月27日に公表した「大卒求人倍率調査（2022
年卒）」をもとに、大卒求人倍率を確認する。
この調査は全国の民間企業の大学生・大学
院生に対する採用予定数の調査と、学生の
民間企業への就職意向の調査をもとに、大
卒者の求人倍率を算出し、新卒採用におけ
る求人動向の需給バランスをまとめたもので
ある。
　2015年卒から2020年卒にかけては、1.6倍
を超える売り手市場が続いており2、特に
2019年卒は1.88倍、2020年卒は1.83倍と1.8倍
を超える状態が続いた。新型コロナウイルス
ショックの影響を受けたと考えられる2021年
卒は1.53倍と前年より0.3ポイント悪化し、

常見　陽平
（千葉商科大学国際教養学部　准教授）

新型コロナウイルスショックの大卒者の
就職活動に関する影響に関する考察
〜そして、新卒一括採用は残った〜

図 1　求人総数および民間企業就職希望者数・求人倍率の推移

出所：リクルートワークス研究所「第38回 ワークス大卒求人倍率調査（2022年卒）」
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2022年卒はさらに0.03ポイント減少の1.50倍
だった3。
　ただ、就職氷河期やリーマンショック後と
比較すると、この求人倍率は低いとは言えな
い。就職氷河期の期間である2000年代前半
には2000年卒で初めて0.99倍と1.00倍を切り、
その後も2001年卒が1.09倍となった他、2002
年卒から2005年卒にかけて1.3倍台で推移し
た。リーマンショック後においては、2011年
卒の1.28倍、2012年卒の1.23倍、2013年卒の
1.27倍、2014年卒の1.28倍と4年連続で1.2倍台
となった。若年層が減少する中、企業の採用
意欲の高さがうかがえる結果と言えよう。
　なお、2020年卒から2021年卒にかけての
下落については、新型コロナウイルスショッ
クの影響が大きいことは想像されるものの、
これだけの影響だと判断するのは危険であ
る。すでに、求人倍率の伸びが鈍化してい
たことを確認しておきたい。2019年卒の1.88
倍に対し、2020年卒では1.83倍と0.5ポイント
のダウンとなっていた。2021年卒は、新型コ
ロナウイルスショックを受けて、同調査は2
月に一度実施したあとに、6月に再調査して
いる。1.53倍という求人倍率は後者のもので
ある。2月時点での数字は1.71倍で、2020年
卒に対して0.12ポイントのダウンとなってい
た。つまり、新型コロナウイルスショックの
影響だけではなく、すでに求人はダウントレ
ンドとなっていたことがわかる。

　次に厚生労働省・文部科学省による就職
（内定）率を確認する。この2つの官庁が合
同で取りまとめた「令和３年３月大学等卒業
者の就職状況」によると、新型コロナウイル
スの影響を受けた2021年卒学生の就職（内
定）率は、卒業時の4月１日時点は96.0％で、
昨年度の98.0％よりも2.0ポイント低下した。
リーマンショック後に次ぐ下落幅であること
は確かである。ただ、2010年代前半の就職（内
定率）は90%台前半が続き、最も低かった平
成23年（2011年）3月卒で91.0%だった。
　最終的な結果だけでなく、秋以降の推移
をみてみると、新型コロナウイルスショック
の影響がより具体的に明らかになる。対前年
比の落ち込み幅は、秋の時点の方が大きい。
令和２年卒（2020年卒）と令和3年卒（2021
年卒）を比較すると、10月１日時点での就職

（内定）率は、令和２年卒（2020年卒）の
76.8％に対して、令和3年卒（2021年卒）は
69.8％と7.00ポイントの低下となった。同様
に12月1日時点では87.1％から82.2％、2月1日
時点では92.3％から89.5％と2.8ポイントのダ
ウンとなり、最終的には2.0ポイントのダウ
ンで着地している。
　このデータが示唆するものは、新型コロナ
ウイルスは学生の就職活動、企業の採用活
動のプロセスにも影響を与えたことである。
2020年3月13日に成立した新型コロナウイル
ス対策の特別措置法に基づく措置で、2020

出所：厚生労働省・文部科学省「令和３年３月大学等卒業者の就職状況（４月1日現在）」

図 2　就職（内定）率の推移（大学）
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年4月7日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、
兵庫、福岡の７都府県に緊急事態宣言が発
令された。この宣言は4月16日には対象が全
国に拡大された。就職活動・採用活動はこ
の影響を受け、中断・延期やオンライン化が
進んだ。
　株式会社リクルートの就職みらい研究所4

が2013年卒から毎年、発表している「就職
プロセス調査」をもとに、学生にいつ内定が
出たのかを確認する。この調査では、学生
モニターの結果をもとに、就職内定率をレポ
ートしている。厚生労働省・文部科学省の「大
学等卒業者の就職状況」は大学4年生の秋以
降の実績を捉えたものであるのに対し、こち
らの調査結果は、就職活動・採用活動が盛
んとなる大学3年生の2月から毎月、調査した
ものである。
　これはモニター調査であり、各大学が把
握している各時期の内定率よりも、数字が高
めに、早めに推移することが指摘されてい 
る5。モニター調査に参加する学生は、積極
的な層だと考えられることが、その要因とし
てあげられる。この調査は、内定率の正確
な実態というよりも、どの時期に学生が内定
を獲得したのか、対前年比で早いのか遅い
のかなどを確認するために活用する6。
　3月1日時点での就職内定率は2020年卒が

8.7％、2021年卒が15.8％、2022年卒が17.6％
だった。4月1日時点では2020年卒が21.5％、
2021年卒が31.3％、2022年卒が28.1％である。
注目すべきは、4月1日時点で比較すると、こ
の3年の中で2021年卒が最も高いことであ
る。この3年間では新型コロナウイルスショ
ックの影響がないはずの2020年卒が最も就
職内定率が低い。
　考えられるのは、就職スケジュールだ。
2021年卒から経団連が就職スケジュールに
ついての「指針」を決める立場を降り、政
府が引き継ぐこととなった。もともと法的拘
束力のない、経団連加盟企業の申し合わせ
ではあった。とはいえ、就職活動のスケジュ
ールに影響する。売り手市場も相まって、
2020年卒と2021年卒を比較すると、3月1日時
点で7.1ポイント、4月1日時点で9.8ポイント、
2021年卒が上回っている。特に、4月1日時点
の31.3％という数字は、同調査スタート以来、
最高の値となっている。
　一方、2021年卒の就職内定率はその後、
鈍化する。対前年比マイナスで推移し、よう
やく3月の卒業時点で0.7ポイント上回る。
2022年卒は、4月1日時点のデータが対前年
比3.2ポイントダウンの28.1%となっている他
は、対前年比で2021年卒を上回っている。

図 3　就職内定率

出所：就職みらい研究所（2021）「就職プロセス調査（2022年卒）」

―  6  ―



DIO 2021, 7.  8

　新型コロナウイルスショックは、特に2021
年卒の就職活動・採用活動のプロセスに影
響を与えた。一方で、2022年卒は最初から
オンラインを活用し途中で鈍化することな
く、就職内定率が推移している。
　このように、新型コロナウイルスショック
は、求人数や求人倍率とプロセスに影響を
与えたと考えられる。さらに、求人数や求人
倍率への影響は、リーマンショック後ほどで
はなく限定的であり、むしろ、就職活動・採
用活動のプロセスに影響を与えたと考えら
れる。

3.  新型コロナウイルスショックによる就職
活動・採用活動の変化

　新型コロナウイルスショックは、学生の就
職活動、企業の採用活動、特にプロセスや手
段にどのような変化をもたらしたのか。経済
団体や就職情報会社の調査結果をもとに考え
てみよう。結論から言うと、会社説明会にお
いても、選考においても、オンライン化が進
んだ。
　例えば、リクルートキャリア（現リクルー
ト）の就職みらい研究所が発表した『就職白
書2021』においても、「採用活動の課題」と
して「採用活動プロセスのWeb化 （オンライ
ン）への対応」をあげる企業は39.7%に達す
ることが明らかとなった。一方で、Web化対
応の課題としてあげられたのは「ノウハウ」
が63.3%、「社内の環境・設備」が61.0%であ
った。また、 Web（オンライン）での選考に
おいて、対面選考と比較して伝えづらくなっ
た情報や、把握しづらくなった情報では、最
も当てはまるものとしてあげられたのは「職
場の雰囲気や組織風土」が33.9%と最も高く、
次いで「人柄や魅力」が33.8%であった。なお、
同調査では、Webを活用した企業の方が、充
足率は高いことなども明らかとなっている。
　経団連が2020年に発表した「新卒採用活動
に関するアンケート結果」では、Webによる
企業説明会を実施した企業は88.4％にのぼ
る。最終面接までWeb活用した企業は63.8％
だ。
　Webによる採用に関する問題、課題も指摘
されている。「学生の企業理解や動機形成に
Webは、評価できない」と答えた企業は
47.1％、「Web面接は対面面接より評価が難
しい」と答えた企業が62.7％、「Web面接は
通信環境が問題」と答えた企業は75.8％だっ
た。

　2022年卒採用においては、インターンシッ
プの時点からWebの活用が前提となった。そ
のため、滞りなく、採用活動が進んでいった。
　採用活動のWebシフトは急速に進んだ。た
だ、Web（オンライン）での選考では、学生
側が企業のオフィスの様子や社員の醸し出す
雰囲気などを確認し切れないこと、企業側も
学生の理解を深められないこと、通信環境の
影響もありリズムのよい会話が必ずしもでき
ないことなどから、ミスマッチにつながる可
能性が示唆されている7。
　もともと、オンライン採用は遠隔地の学生
の移動にかかる費用や時間の格差是正策とし
て期待されていた。さらに、若者の間でYou 
Tubeなどの動画サービス、各種ビデオチャ
ットツールが人気を呼んでおり、採用活動へ
の活用も模索されていた。
　新型コロナウイルスショックによる大きな
変化はオンライン化である。学生にとっては
移動時間、コストや、感染リスクを避けるこ
とができる。一方で、ミスマッチの解消が課
題である。

4.  ケーススタディ：大学の就職支援の現場か
ら　千葉商科大学国際教養学部のケース

　具体的なケースとして、私の勤務校である
千葉商科大学国際教養学部における進路指導
の現場での新型コロナウイルスショックの影
響を紹介する。私は勤務先で全学および学部
のキャリア委員を担当している。2020年春か
らは学部のキャリア委員長も担当している。
　2020年1月上旬の段階では、今年も売り手
市場が予想されること、経団連が就職活動の
事実上のルールである「指針」の設定を取り
やめたことなどから早期化が進むことを学生
には伝えていた。就職活動に対する新型コロ
ナウイルスの影響が顕在化したのは2月半ば
からである。この頃、学内で開催される企業
セミナーに対して参加辞退の連絡が入り始め
た。この時点では、採用活動の延期・中止で
はなく、学生や人事担当者の感染予防という
意味が主なもので、約200の参加社数のうち
数件だった。なお、2月下旬に約1週間にわた
り開催された学内企業説明会の最終日は、感
染予防対策のために中止となった。
　3月に入ってからは、感染予防対策のため
に、学生の大学への入構が原則不可となった。
感染拡大によりリクルートキャリア、マイナ
ビなど大手就職情報会社の合同企業説明会の
中止が相次いだ。一方で、昨年の夏や秋のイ
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ンターンシップに参加していた学生の内定報
告があったのもこの頃だった。
　就職活動とその支援の流れが変わったのは
4月の緊急事態宣言からである。採用活動の
延期や中断が相次いだ。政府のガイドライン
通りに、春から就職活動を始めた層が影響を
受けた。感染症や経済的な不安を抱えつつ、
キャンパスにも足を運ぶことができず、不安
を抱えたまま、学生は就職活動を継続するこ
ととなった。企業説明会やオンライン選考な
どもこの頃、広がり始めた。
　新学期のスタートは5月下旬となった上、
完全にリモートで講義を行うことになった。
学部として、オンラインでの面談を4年生約
70名に対して実施し、フォローを行った。そ
の後も学生は、秋学期まで原則登校しなかっ
たので、大学としてはオンラインでフォロー
を行わざるを得なかった。
　とはいえ、夏休みの前の段階では約6割が
就職活動を終えていた。その後も学生のフォ
ローは続いた。最終的に、2021年卒の本学部
の就職内定率は95.6％だった。未内定者は3
名だったが、就職活動にまったく取り組まな
かった学生、就職以外の進路を希望していた
が卒業前に就職に進路変更した学生、実際に
は家業を継ぐことになった学生であり、実質
的には希望者のほぼ全員が内定に至った。
　航空、旅行代理店など広義の観光関連の業
界において求人が減少したり、採用活動の凍
結があり、進路変更で悩む学生が散見され 
た8。就職活動に限らず、新型コロナウイル
スショックによりメンタルのダメージが大き
く、大学を休みがちになる学生、連絡がとれ
なくなる学生も散見された。
　学生も企業も必ずしも以前のように自由に
活動することができない。それを懸念してか、
オワハラ（就活終わらせろハラスメント）の
相談がこれまでの年の3倍程度あった。内定
承諾書などを強要する動きが散見された。
　あくまで一例であるが、偏差値50前後の首
都圏の郊外にある私立大学における進路指導
の現場での出来事の記録である。求人数の減
少による影響よりも、緊急事態宣言の影響で
採用活動が中断・延期となったこと、オンラ
イン就職に移行した影響が大きかった。

5. まとめ
　我が国の新卒一括採用をめぐる動きの変化
に言及しつつ、 これまでの議論をまとめた
い。新型コロナウイルスショックに関係なく

起きていた変化についても触れることにす
る。
　求人倍率においても、採用スケジュールに
おいても、新型コロナウイルスの影響を受け
つつも、新卒一括採用は継続された。新卒一
括採用の特徴を「学校から職業への間断なき
移行」や「在学中に職務未経験者を選考する」
ことだとするならば、内定率および内定が出
た時期などから考えると、この慣行は維持さ
れたとみるべきだ。
　経団連では、2018年に中西宏明会長（当時）
が就任してから、新卒一括採用見直し論が提
案された。しかし、少なくとも新型コロナウ
イルスショックでこの動きが加速したとみる
ことはできないだろう。
　大卒者の採用関連では、職務など条件を限
定した「ジョブ型採用」や、年次に関係なく
能力や成果に応じて入社した年次に年収1000
万円など相対的に高額な報酬となる制度を導
入する企業などが散見された。
　最後に未来の労働者を守るという意味で警
鐘を鳴らす。新型コロナウイルスショックの
影響で気をつけるべき点は、若者が就職活動
中に傷つくことのないようにするにはどうす
ればいいかを考えることだ。求人はそれほど
悪化していないのだが、不安に思っている学
生に付け込んだ求人詐欺や、オワハラも含め
た、リモート面接やOB・OG訪問での就職ハ
ラスメントを許してはならない。
　また、学生の夢の喪失感についてもサポー
トするべきである。特にグローバル化、東京
五輪、インバウンド観光の盛り上がりなどか
ら観光関連の業界で働くことを夢見て入学し
てきた学生たちにとっては、進路の選択肢が
限られてしまい、将来について絶望する人も
いる。進路について寄り添って考えることが
必要だ。
　新型コロナウイルスショックによる変化は
主にプロセスの変化だ。オンライン化した時
代に、学生をどう支えるかを考えたい。
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１  新規大卒者の就職実績を確認する上では文部科学省の
「学校基本調査」を確認するべきである。この調査は
全数調査である。「卒業後の状況調査」の「大学（学部）
卒業者」欄により、大卒就職の状況を確認することが
できる。もっとも、同調査は例年、調査開始が4月で
あり、速報値が9月に、確定値が12月に公表されるため、
本稿の執筆、発表には間に合わない。本来であれば、
この結果も踏まえて議論するべきテーマであることを
お含みおき頂きたい。

２  一般的に、企業の人事担当者、大学のキャリアセンタ
ー職員においては、大卒求人倍率は1.6倍を超えると
売り手市場だと認識されている。

３  もっとも、従業員規模により影響の差は異なる。従業
員規模別にみると、2022年卒は従業員1000人以上の企
業において求人総数が増加した。2022年卒の従業員 
1000 ～ 4999 人企業の求人総数は12.7 万人であり、従
業員 5000 人以上企業の求人総数は4.5 万人だった。
2021年卒と比較してそれぞれ0.1万人ずつ増加してい
る。一方で、民間企業就職希望者は従業員1000 ～
4999 人企業で4.3万人となり、前年より3.2万人増加し
た。従業員 5000 人以上企業では10.9万人となり、前
年より3.7万人の増加となった。求人倍率は従業員 
1000 ～ 4999人企業で前年より0.25 ポイント減少し、
0.89倍に、従業員5000人以上企業では前年より0.19ポ
イント減少し、0.41倍となった。つまり、求人数は微
増したものの、従業員規模1000人以上の企業を志望す
る民間企業就職希望者が増加したために、この規模に
おける求人倍率は悪化した。

４  2021年3月末までは株式会社リクルートキャリアの中
の部門だったが、グループ再編により2021年4月から
は株式会社リクルートの社内の部門となっている。

５  日経電子版「就活探偵団　「内定率」って誰のため？
　翻弄される学生たち」2017年9月21日付より。

６  内定が出る時期が早いか遅いかについては、就職活動
に関して政府や経済団体が提示したスケジュール、新
卒求人の状況、社会環境などが影響する。新型コロナ
ウイルスの影響だけを切り出して分析することは困難
であることを頭に入れておきたい。

７  ミスマッチ解消のための努力も垣間見られる。たとえ
ば、最終面接のみ対面とする動きなどだ。総合商社、
広告代理店などで用いられる手法である。その他、オ
ンラインでの面談やフィードバックの機会を設けるな
どミスマッチ解消の動きがみられた。

８  前出の就職みらい研究所の「就職プロセス調査」にお
いては、毎年、実施している求人倍率調査の他に、「新
型コロナウイルスの感染拡大が新卒採用に与えた影
響」に関する調査を行っている。「コロナの影響を受
け、採用数を減らしたり、採用自体を中止した」企
業において上位に入った業界は、飲食店・宿泊業

（59.2％）、運輸業（37.3％）などだった。
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１. 大学における就職支援行事の変化
　現在、第四次産業革命やSociety 5.0などと
言われるデジタル化による大きな変化が起
こっており、それに伴い個人の働き方も変革
期にあるように思われます。そこに、今回の
新型コロナウイルスの流行によって変化のス
ピードがより一層加速し、私たちはその影響
を身近に実感するようになりました。大学が
行う就職支援や学生の就職活動等に具体的
にどのような変化が起こっているのか、本学
の事例を紹介しながら、少し述べたいと思
います。
　新型コロナウイルスの影響により、昨年度
から大学における就職支援行事は大きく変
化しました。基本的に内容は変わりませんが、
学内企業説明会、就職ガイダンス、業界研
究会、卒業生との語らい、模擬面接、個別
面談等、ほぼ全ての支援行事の実施方法が
オンライン中心に変わりました。授業につい
ても同様かと思いますが、昨年度オンライン
を経験したことで、オンラインにはオンライ
ンのメリットとデメリットがあることを教職
員も学生も知ることができました。
　例えば、就職に関する学生との個別面談
をあげると、オンラインの活用によってより
ピンポイントで実施できるようになりまし
た。すなわち、学生を待たせることなく、面
談中も良くも悪くも遊びの時間はなくなりま
した。効率的に実施できるようになったこと
は１つのメリットといえるでしょう。一方、
オンラインでは、学生の反応や顔色、理解
度がわかりにくいというデメリットもあるこ

とがわかりました。学生本人は、カメラとの
距離感、声の大きさ、室内の明るさ等、気
づいていないことも多いものです。学生がオ
ンライン選考に慣れるよう、また起こりうる
ちょっとしたトラブル等にも落ち着いて対応
できるよう、キャリアセンターでは細かい点
も含めて個別指導しています。また、オンラ
インによる企業説明会では、学生はあらかじ
め興味のある企業を絞ってエントリーするこ
とから、説明会で自分が興味を持った企業
と偶然出会うといった、セレンディピティの
ような機会はなくなったようです。運営する
キャリアセンター側も参加してもらう企業数
は絞らざるを得ない状況にあり、本学では、
学生に是非知ってほしいと思う企業を現在
200社程度に限定し、オンライン企業説明会
を開催しています。
　学生はキャンパスに入ることができず、周
りの動きが見えにくくなっています。従来通
りキャンパス内であれば、例えば、就職ガイ
ダンスに参加しようと会場に向かう同級生の
姿を偶然見かけ、それに釣られて自分も参
加するといったこともあったわけですが、オ
ンラインではそうしたことはなくなりまし
た。より孤独になり、友人や同級生からの声
や情報も入りにくく、オンラインで自分の興
味のある情報だけを入手している可能性も
あります。したがって、学生と面談をする際
は、「ある学生はこういうことをしているよ」
等と、他の学生の様子や状況を間接的に教
えてあげることも必要です。また、学生同士
がオンラインで情報共有できる機会を作って

大学のキャリアセンターから
見た就職活動の変化
−亜細亜大学の事例より−
柏木　仁

（亜細亜大学経営学部　教授）
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あげることも重要です。私のゼミナールでは
毎年３年生と４年生による就職活動に関する
情報交換を行っていますが、昨年度はオン
ラインで実施しました。

２.  内定が決まらない学生の把握と支援状況
　本学では、4年生の就職活動状況を把握す
る際、学生自らキャリアセンターに報告する
ことに加え、ゼミナール・演習を担当する各
教員も所属する学生の状況を把握し、キャ
リアセンターに報告しています。さらに、4
年生の実家宛てに文書を郵送し、進路決定
状況の報告を依頼するとともに、キャリアセ
ンター直通の就職ホットラインを周知し、個
別に対応しています。新型コロナウイルスの
流行前であれば内定をもらえていたレベル
の学生が苦戦するなど、現実に内定を得る
ことが難しくなっています。コロナを言い訳
にあまり主体的に取り組まない学生も中には
いますが、そうした言い訳は企業の採用担
当者には通用しないことも併せて指導して
います。新卒で就職できるかどうかは大事な
ことですが、就職はキャリアのスタートであ
り、その先満足して働き続けられるか、社会
で活躍できるかはさらに重要なことです。そ
のためにも、学生自ら納得できる進路を選択
することは極めて大事であると考えます。コ
ロナ禍の今、学生は企業や業界についてよ
り幅広い選択肢を考える必要がありますが、
新卒で志望する職業に就けなくてもあきらめ
る必要はありません。例えば、航空業界では、
自粛により利用者が激減したことから、スタ
ッフが様々な異なる業界に出向し、接客等の
サービスを提供しています。職業は異なりま
すが、接客サービスという社会に提供する
価値としては類似している点があります。将
来的に目指す職業に転職できるように、社会
に提供する価値が類似する職業を選ぶとい
う選択肢もあるのです。
　学生に対して「あなたはこの企業に就職
するのがいい」等と言える時代ではありませ
んし、仮にそう言われた学生もそれにすんな
り納得するわけはありません。どうすれば学
生が主体的に就職活動に取り組めるように
なるのか、どうすれば学生本人が納得して
進路を決められるのか、これが最も重要な

点だと考えます。学生本人が腑に落ちない
と前向きにならないこともあります。その場
合は、学生自身が過去に体験した高校時代
や中学時代の出来事に例え、本人が納得で
きるように工夫して説明することも重要で
す。学生は皆ポテンシャルを持っていますが、
一歩踏み出せない学生も少なくありません。

「自分で考えてやりなさい」と言って終わり
ではなく、考えるためのきっかけを作ってあ
げることが必要です。学生の心に何で火が
つくかは人によって異なります。多様な個性
を持つ学生にどうすれば火がつくのかを考
えて、いろいろなボールを投げてあげること
が求められます。
　卒業後の支援について、内定が決まらず
に卒業した学生の中には、なかなか連絡が
つかない者もいますが、キャリアセンターが
電話やメール等で個別に直接連絡をとり、継
続して支援を行っています。本学にきている
受付中の求人情報を紹介することはもちろ
ん、近隣のハローワークとも連携し、担当者
から求人を紹介してもらうことも行っていま
す。なお、学生は卒業してもキャリアセンタ
ーのナビシステムや、現在構築中の新たな
プラットフォームを生涯利用することが可能
です。将来転職する場合でも求人情報を得
られる等、キャリアセンターのシステムは卒
業生を生涯支援するための有益な情報ソー
スとなりうるものです。

３. 2022年3月卒業予定者への支援の方針
　2022年3月卒業予定者に対する本学の就職
支援は、昨年度と同じくオンライン中心で進
める方針ですが、より早期に学生の就職活
動状況を把握し、未内定者の支援により早
期に取り組むことを重点目標として掲げてい
ます。引き続き個別支援が重要であると考
え、これまで以上に、教職員一体となって学
生の個別支援に取り組む方針です。また、
学生の就職活動の現状や必要な支援等につ
いて、保護者にも理解を深めてもらうことを
目的に、保護者へ向けた広報活動も積極的
に行っています。コロナ禍で学生を孤立させ
ないことは引き続き重要なテーマです。
　2021年度は、本学全ての学部・学科でハ
イブリッド型の授業方法を実践していること
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から（緊急事態宣言中は完全オンラインに逆
戻りです）、学生はキャンパスで対面でも授
業を受けられるようになりました。これに伴
い、キャリアセンターでも事務所の窓口で対
面での相談も一部実施するようになりまし
た。学生がキャンパスにいながら、オンライ
ンで企業の採用担当者と静かな環境で面接
を受けられるスペースの提供も行っていま
す。
　また、昨年度から、履歴書、エントリーシ
ート等の書類審査が厳しくなったように感じ
られます。エントリーシートに記載する「学
生時代に特に力を入れて取り組んだこと」
は、企業の採用担当者が特に注目する内容
の1つです。コロナ禍の今だからこそ、学生
が、何に取り組み、何を身につけたのか、ど
のような成果を得たのかが問われていると思
います。加えて、成果に至るまでにどのよう
な壁に直面し、どのように考えてそれに対応
したのかも重要であり、学生が身につけた力
と併せて明確にアピールできるように、引き
続き指導する方針です。
　学生が主体的にキャリア形成に取り組む
ためには、そのための仕組み作りも大切で
す。2021年度から本学では、学生が一人で
キャリア形成のための活動に取り組める仕
組みとして、新たなプラットフォームの構築
に取り組んでいます。低学年からのキャリア
支援の重要性を踏まえ、1年次から4年次ま
で学生は自分の状況に合わせたキャリア支
援の提供を受けることができます。学生が両
親と相談する際にも活用できます。2021年度
からこの新たなプラットフォームを活用する
ことで、全体ガイダンスの回数を減らし、個
別面談を増やすことが可能となります。動画
も活用して視認性を高めるとともに、時間の
限られた全体ガイダンスでは話せないような
キャリアに関する様々な話題も盛り込み、学
生が楽しみながら自らのキャリアを考えられ
るようなコンテンツを現在準備中です。

４.  大学から見た就職活動を取り巻く環境
変化

　学生の就職活動を取り巻く環境は、新型
コロナウイルスの流行により大きく変わりま
した。企業における採用面接や日常業務に

もオンラインが活用されるようになり、学生
はそれに対応した支援や準備もしなければ
なりません。採用面接がオンラインになった
メリットもあります。夏の炎天下にスーツを
着て企業を訪問しないで済み、交通費も節
約できるようになりました。交通費の節約は
地方の学生にとっては大きなメリットといえ
るでしょう。また、就職活動と授業との両立
も、どちらもオンラインの活用によりしやす
くなったのではないでしょうか。一方、デメ
リットとして多くの学生があげているのが、
会社内の雰囲気を直接感じることが難しく
なったという点です。これについては、企業
側も把握しており、学生が社内の雰囲気を
知りたい場合、相談をすれば対応してくれる
企業は増えてきているようです。
　企業の採用活動のオンライン化と通年採
用の関係については、新型コロナウイルスの
流行前から、リクナビ等への掲載企業数全
体の数％のごく一部の企業では、採用活動
のオンライン化を既に行い、それに伴い通年
採用も行っていました。通年採用を行うため
の手段としてオンラインを活用していたので
しょう。本学のキャリアセンターの把握では、
2020年度は全体の3, 4割だったものが、2021
年度は6, 7割の企業がオンラインを活用する
ようになっています。逆に、全体の3, 4割の
企業では、これまで通り対面で採用活動を
実施しているようです。オンライン化が進む
一方で、通年採用はあまり進んでいないこと
から、今回の企業の採用活動のオンライン化
は、コロナ禍への対応およびコロナ禍をきっ
かけとした採用活動の省力化のためであり、
通年採用が理由ではないと理解できます。
　業界ではサービス業や金融業等、企業規
模では比較的小規模の企業、また、採用人
数が少ない企業等では、対面で採用活動を
実施している傾向があるようです。コロナ禍
における採用活動のオンライン化について、
企業の対応は分かれているようですが、急
速に進んだオンライン化に、学生は特に大き
な問題もなく対応しているように見えます。
企業への応募書類の作成・提出も、紙に記
入して郵送するという方法から、データを入
力してメールするという方法に急速に変わっ
てきました。併せて、押印が不要となり、ジ
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ェンダーへの配慮という点から性別の記載も
不要になった書類もあります。
　さらに、最近の採用活動の特徴として、
企業の側から学生をスカウトする形も増えて
きており、その一例がOfferBoxです1。これ
までキャリアセンターが行う就職支援につい
ては、自己分析から企業分析にどのように結
びつけていくのかが1つの課題でした。自己
分析ができても、志望する業界や企業をど
うやって見つければいいのかわからない学
生は少なくありません。企業からのスカウト
は学生が業界や企業を見つけるための1つの
きっかけとなりうるものであり、いくつかの
業界や企業を調査した上で進路を決める際
に学生にとって活用するメリットはあると思
います。
　これまでも地域を限定した採用が行われ
る等、企業の採用バリエーションは少しずつ
増えてきたように思いますが、ジョブ型雇用
や通年採用も今後増えてくる可能性がある
でしょう。ジョブ型雇用が普及し、日本の労
働市場の流動性がより高まってくると、それ
に伴い、個人がキャリアの途中で新たなスキ
ルを身につけられるよう、大学におけるリカ
レント教育の重要性がより増してくることも
予想されます。企業には様々なジョブがあり、
個人にはそのための様々なスキルが求めら
れますが、採用においても、学生が身につ
けた具体的な力をより評価するように今後変
わってくる可能性があります。大学には教育
のポリシーがあり、それを踏まえたカリキュ
ラム体系がありますが、企業の動きに対応し
て専門性や実践力を養うことを重視した教
育に大学はより注力する必要があるでしょ
う。学生が自分の専門領域でどのような専門
性やスキルを身につけ、何ができるようにな
ったのかがより重要になってきています。
　ジョブ型雇用に関して、本学のような文系
の学生にとっては、理系の学生と比較すると、
在学中に自分の職種まで絞り切れるのかと
いう難しさがあります。ビジネス経験のある
人材の中途採用とは異なり、新卒でジョブ型
雇用を行うとすれば、より長期のインターン
シップと併せて実施することが必要になるか
もしれません。職業上の自己イメージも専門
性も確立していない学生にとって、就業体

験することは極めて重要です。現在日本で
は、長期（目安として1か月以上の期間、主
に学生の特定のスキルを養成することを目
的に就業体験が行われるもの）、中期（目安
として1週間以上の期間、学生がその会社を
より深く知るために様々な業務を体験するも
の）、短期（1日以上の期間、より多くの学生
を対象に、就業体験というよりも主に会社説
明会等を行うもの）の3つのタイプのインタ
ーンシップが行われています。ジョブ型雇用
が行われるようになると、長期インターンシ
ップがより重要性を増してくると思われま
す。大学の授業とどのように両立させて取り
組むのか、様々な課題がありそうです。

 1  OfferBoxは、企業が興味をもった学生にオファーする就活
サイトです。現在、203,000人の学生がプロフィールを登
録し、企業からのオファーを受けています。大手・ベンチ
ャー・官公庁など、8,307社以上の企業が学生にオファー
を送信中。企業が学生に送るオファー数には上限が設定
されています。そのため、企業は学生の自己PRやエピソ
ードなどのプロフィールを読み、1通1通厳選してオファー
を送ります（https://offerbox.jp/about/ 2021年5月25日ア
クセス）。
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寄
稿

特集  3

１.  「新卒」と「一括」の合成
　新卒一括採用の今後について、いわゆる

「ジョブ型雇用」と関連付けて論じてみたい。
本論に入る前に、「新卒一括採用」の二面性
を指摘しておきたい。「新卒一括採用」は、「新
卒採用」と「一括採用」の合成語であると
筆者は理解している。前者は採用対象、後
者は採用方法を指す。学校卒業直後のいわ
ゆる「新卒者」を、４月１日の入社日に「一
括」で採用するのが、大方が認識する「新
卒一括採用」と見て良いだろう。
　このように分けて考えると、「一括」部分
については変化の兆しがあることが明らか
だ。従来、学生が学校を卒業するタイミン
グは最終学年の３月末に集中していたので、
４月１日の入社が合理的な側面はあったが、
留学をする学生や外国人留学生が増えるに
つれて、一律の卒業タイミングの想定そのも
のに無理が生じてきている。そのため、優
秀な人材の確保のために、入社時期をフレ
キシブルに選択可能な「通年入社」（日立製
作所）や、通年でいつでも誰でも応募できる

「通年採用」（ソフトバンクなど）を実施する
企業が登場している。今後もグローバル化
への対応を目指す企業が、徐々に「一括」
という部分からの離脱を試みても不思議で
はない。
　では、もう一方の「新卒採用」の今後は
どうなるであろうか？ この点については、

「一括」の問題よりも難しい問いであるよう
に感じている。後で詳しく見るように、新卒
採用は長期雇用と企業内訓練の重視という、
日本の大企業に典型的に見られる雇用シス

テムと密接に連関している。そのため、新卒
採用の将来は、そうした雇用のあり方への
今後の展望と切り離して論じるわけにはい
かない。かりに、長期雇用のもとでの企業内
人材育成の雇用システムを「メンバーシップ
型」と呼ぶならば、その対抗軸として注目を
集めている「ジョブ型雇用」とも関連してく
る。よって、以下では「新卒一括採用」の
うちの「新卒採用」に特に注目したい。また、
主に大卒者の就職を念頭に置いて論じたい。

２．新卒採用を行う理由
　なぜ、企業が新卒採用を行うのかという
点については、すでに多くの調査や分析が
ある。筆者自身も、太田（2010）1等において
詳細に論じてきたところだ。ここでは後の論
述に必要となる論点に限って振り返っておき
たい。新卒者は、すでに他企業で実践的な
スキルを身に付けた人々に比べて、即戦力
とはなりにくい。むしろ、ほとんどスキルを
持たないままに企業に入社することが多い。
それでも新卒者を採用するのは、企業が社内
の教育・訓練で一人前に育成することが前
提とされているからだ。急いで付け加えなけ
ればならないのは、新卒者の就職先が少な
い不況期に、離職することを承知で、使い
捨て的な形で新卒採用を行う企業も存在し
たので、常に新卒採用が社内での人材育成
と結びついているわけではない。しかし、そ
うした企業は通常の景気の状態に戻れば新
卒者を確保することは困難となる。新卒者
の育成は一朝一夕に実現できるものではな

太田　聰一
（慶應義塾大学経済学部　教授）

「ジョブ型雇用」と新卒
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く、また訓練コストの回収という視点を考慮
すれば、必然的に企業はある程度の雇用の
継続を前提に新卒採用を行うこととなる。す
なわち、企業にとって新卒採用は当初はコス
トをかけて後で利益を回収する「投資」に
他ならない。
　「投資」という視点に立てば、企業が新卒
者に求める能力は、投資効率の高さになる。
教えられたことをどれだけスムーズに吸収で
きるかは、受験で測定される学力の高さと相
関する可能性が高い。新卒就職市場におい
て銘柄大学の学生が有利になるのは、そう
した事情による。ときに企業同士が新卒者の

「青田買い」競争をするのも、他企業よりも
先んじれば、より訓練受容性の高い新卒者
を囲い込むことができると考えるからだ。だ
からこそ、紳士協定にすぎない就職協定が
形骸化していったのである。日本企業が新
卒者を好む事情として、他企業の経験がな
く「無垢」であることが重要であると指摘す
る論者もいる。他企業での仕事経験は、自
社独自の仕事のやり方を虚心坦懐に学ぶた
めには好ましくない、という考え方である。
さらには、「企業文化」継承の担い手として
新卒者を重視する企業もある。
　この点に関連して重要なポイントは、いっ
たん新卒採用システムが確立すると、それ
を持続させようとするメカニズムが作用する
という点だ。まず、新卒採用が企業による人
材育成、ひいては長期雇用とリンクしている
ということは、賃金の伸びの大きい、条件の
良い就職先が新卒市場に集中しやすいこと
を意味する。訓練受容性の高い人材は、比
較的早い段階でそうした企業からの内定を
得てしまうので、同程度の人材を求める企
業は、その競争に参加せざるを得ない。こ
れは先ほど述べた「青田買い」のメカニズム
だが、同時に中途採用市場における就職機
会の減少要因となる。その結果として、新
卒者は、できるだけ新卒市場で条件の良い
企業に就職しようと躍起にならざるを得な
い。それがさらに、新卒就職市場を分厚い
ものにする。もちろん、新卒者の採用につい
ては、多くの大企業で大学等での説明会の
実施、エントリーシートのチェック、適性検
査や面接の実施といった一連の流れが確立

しており、そこから逸脱するコストも大きい
という点も、制度を持続しやすくする要因と
なる。

３． 「メンバーシップ型」と「ジョブ型」に
ついて

　このように、新卒者の多くは入社後に必要
となるスキルを事前に身に付けておくことは
期待されていない。この点は、とくに文科系
の学部出身者で顕著に見られる傾向だ。さ
らに、入社前に特定の仕事につく形の契約
を結ぶことも、それほど多くはない。非常に
大雑把に総合職や一般職、技能系や事務系
といった限定がつくことはあるが、さらに細
かい職務を明示した採用の仕方はまだ一般
的であるとは言えない。むしろ、企業に入社
した労働者は、その後、いくつかの部署を
経験しながら、内部昇進していく。担当する
仕事によって賃金は違いうるが、職能資格
給のもとで属人的な給与の部分が大きいと
いうのが、これまでの日本企業の賃金制度
の特徴であった。そして、そうした仕組みは
人事異動に伴う賃金のアップダウンを抑制
することから、企業内での人材育成にとって
適合性の高い賃金制度と見なされてきた。
社員の能力の高まりとともに定期的に昇給す
るという仕組みも整えられた。もちろん、企
業は不況などのショックに直面することもあ
るが、その場合でも雇用ができる限り維持さ
れるような取り組みがなされる。例えば、不
況時には労働時間を短縮する余地があるよ
うに、平常時に長めの労働時間を労働者に
求める傾向があるとされる。さらに、配置転
換によって雇用維持が図られやすいよう、企
業は業務命令として配置転換を実施する権
限を与えられている。これはあたかも、入社
後の労働者は、その企業のメンバーとして
遇されているような感があることから「メン
バーシップ型」の雇用と呼ばれる。
　以上は、非常にステレオタイプの見方であ
り、現実の企業はバラエティーに富んでいる。
あえて「メンバーシップ型」の特徴をピック
アップするならば、（１）入職時に仕事を限
定しない、（２）実際に行っている仕事と賃
金とのリンクはそれほど強くない、（３）現
在行っている仕事がなくなっても雇用は維
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持される、という３つが重要である。入社後
の働き方も、職務・労働時間・勤務地など
について企業の裁量性が高い働き方となる。
　それに対して、今話題になることの多い

「ジョブ型」の純粋な概念は、これらの反対
のものである。すなわち、（１）入職時には
特定の職務につく契約を結ぶ（そこから大き
くは逸脱しない）、（２）賃金水準の大部分は
実際に行っている仕事によって決まる（ジョ
ブ固有の賃金）、（３）何らかの事情で当該
の仕事がなくなれば、雇用も失われる、の３
つである。これを見れば直ちに想像がつくよ
うに、この純粋な「ジョブ型」と最も類似度
が高いのは、非正規雇用の働き方である。
非正規雇用者は通常、特定の業務を行う契
約のもとに入社する。賃金水準は、職務に
付随した部分が大きい。さらに、有期雇用
の割合が高く、雇い止めによる雇用調整が
無期雇用よりも認められやすい。そうした、
非正規雇用者の割合は現在では36.7％に達し
ている2。もとより、「メンバーシップ型」に
対する「ジョブ型」の名称は、いわゆる正
規雇用についてのものだが、非正規雇用の
特徴と類似しているのは確かであろう。

４．「ジョブ型雇用」とは何か
　では、実際にどのような「ジョブ型」の正
規雇用が日本で観察されるのであろうか？
この場合、雇用期間の定めのない採用が前提
となることから、前節に示した純粋な「ジョ
ブ型」の３つの要素のうち「当該業務がなく
なれば雇用契約は解消」という部分は適用で
きなくなる。具体的な雇用形態としては、限
定正社員が挙げられることが多い。限定正
社員とは、職務・職種、労働時間、あるい
は勤務地について、通常の正規雇用者に対
して何らかの限定があるタイプの雇用形態
である。おおまかに言って、就業規則や労
働契約に明示された形で、あるいは、明示
されていなくとも実際の運用上で仕事の範
囲を限定するケースを職務・職種限定、所
定労働時間が通常の正社員よりも短い、あ
るいは就業規則や労働契約で所定外労働を
行うことがあると定められていないケースを
労働時間限定、そして勤務地を「転居を伴
わない地域への異動」に限定している、あ

るいは就業規則や労働契約で、勤務地を「採
用時の勤務地のみ」に限定しているケース
を勤務地限定と見なす。2019年の「雇用均
等基本調査」（厚生労働省）によれば、それ
ぞれの制度がある事業所の割合は、11.1％、
16.7％、17.8％、常用労働者の利用者割合は
それぞれ、9.3％、2.2％、9.6％となっていた。
このように、限定正社員制度はある程度の
普及を見せている。
　ただし、限定正社員制度は、「多様な正社
員」への流れとともに導入されてきたことに
注意を要する。すなわち、正規雇用にしば
しば見られる職務・労働時間・勤務場所の

「無限定性」が柔軟な働き方を阻害しており、
とりわけ女性正社員にとっての働きにくさを
生み出しているという事実に立脚し、働き方
の多様化を目指す方策と捉えられてきた。ま
た、パートタイマー等からの有期雇用が無期
雇用に転換した場合の制度上の受け皿を作
る必要性に迫られたという側面もあったと思
われる。
　問題は、限定正社員で代表される「多様
な正社員」の考え方と、現在注目を集めて
いる「ジョブ型雇用」との考え方には温度
差があるという点だ。例を挙げた方がわかり
やすいであろう3。「ジョブ型雇用」への移行
を目指す日立製作所では、グローバルでの
統一された人事制度への移行の集大成とし
て「ジョブ型人財マネジメント」という雇用
スタイルを目指そうとしている。そこにある
問題意識は、従来の「メンバーシップ型」は
従業員のこれまでの経験値を生かすことに優
れた側面を持つものの、それが真に有効だっ
たのは高度成長期であり、昨今のように環
境変化の激しい時代には、経験値の過度の
重視が中高年層のペイ・フォー・パフォーマ
ンスを悪化させているというものだ。そこで、
各ポストに求められる役割をクリアにし、そ
の役割を果たせる人材に年齢等に関わりな
くそのポストについてもらい、そのポストに
規定される報酬を支払う「ジョブ型」に移
行するのが同社の狙いである。採用につい
ても、従来に比べて新卒者の採用比率を低
下させるとともに、新設された「デジタル人
材採用コース」では内定と同時に職務を、
一部の事務系職種では職種を確約するとし
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ている。日立製作所の場合は、全社的な取
り組みとして「ジョブ型」が展開されており、
それに応じて採用戦略もよりジョブを意識し
たものに変えつつあることが特徴だと言え
る。

５．「新卒一括採用」の今後
　日立製作所に限らず、デジタル人材の獲
得については各社が力を入れており、「クリ
エイティブ系コース」（パナソニック）、「デ
ジタルＩＣＴ戦略コース」（キリンホールデ
ィングス）などの名称で特別なコースを設け
て新卒者を採用しようとしている。こうした
状況を見れば、早晩「ジョブ型」が広く浸
透し、その結果、ジョブに合った人材を各
社が主に中途採用市場から調達するように
なるために、新卒採用はその重要性を失っ
ていくと予想してもおかしくはない。かりに
そうなれば、不況期に卒業したことで就職の
チャンスが少なかった世代も、再チャレンジ
のチャンスが巡ってきやすくなることから、

「就職氷河期世代」の問題が生じにくくなる
かもしれない。その一方で、スキルを身に付
けていない新卒者の就職難が発生し、新卒
無業者が増大するのではないかという懸念
もありうるだろう。
　しかし筆者は、主に２つの理由から、「ジ
ョブ型」が広まることで新卒者の就職難が
生じるとは思っていない。第１に、全社的に

「ジョブ型」を展開する企業が急速に増える
とは考えにくい。「ジョブ型」は個々のジョ
ブの区分が明確であり、生産性に応じた報
酬を払いやすい一方で、業務に関する従業
員同士の意思疎通が停滞するリスクをはら
む。そして、各ジョブを統括する職務の重
要性が増し、トップダウン的なマネジメント
が求められるようになる。そのためには、人
材育成のシステムにも大きな変更が必要と
なるので、移行のコストは相当程度大きくな
ると考えられる。もっとも、デジタル人材の
ように需要が急拡大している職種について
は「ジョブ型」を適用する企業は増えるであ
ろう。
　第２に、第２節で述べたように、各世代の
優秀な人材を企業が獲得するためには新卒
段階が望ましいという点は、かりに「ジョブ

型」が広まったとしても大きくは変わらない
からである。とりわけ、日本では就業者に占
める若年層の割合は今後も低下し、若年層
の労働力としての希少価値は長期的に高ま
ると考えられる。採用者に占める新卒採用の
割合は、労働力の年齢構成の変化とともに
今後も低下すると予想されるが、企業の新
卒者への需要自体が大きく減るとは考えにく
い。
　「ジョブ型」が日本企業にどれほど広まっ
ていくかは予想しがたいが、そうした概念が
広がることで、学生の「就社意識」が変わ
っていくことはあるかもしれない。例えば、
有名企業に入社したとしても、ジョブによっ
て賃金が決まっており、それをめぐって厳し
い競争が行われるというイメージが根付け
ば、在学中に自分の能力を磨くことにより積
極的になる可能性が高い。そればかりでは
なく、「どの会社に入るか」というよりも、「ど
のような仕事でキャリアを伸ばしていくか」
という視点が強まることが予想される。そう
なれば、これまでのように学生がネームバリ
ューで就職先を選ぶのではなく、自分に合っ
た企業、自分の能力を伸ばしてくれる企業を
慎重に選ぶようになる公算が大きい。教育
機関側は、そうした学生のニーズに対応する
ため、今後カリキュラムやキャリア教育の一
層の充実が求められるだろう。

 1  太田聰一「若年者就業の経済学」（日本経済新聞出版社、
2010年）

 2  総務省「労働力調査詳細集計」による2021年１～３月平均
の値。

 3  「Hitachi Executive Foresight Online対談『ジョブ型雇用』
とこれからの人財マネジメント　その1 『ジョブ型雇用』
の定義」

　　https://www.foresight.ext.hitachi.co.jp/_ct/17419376
　　および「News Releaseジョブ型人財マネジメントの実現

に向けた2021年度採用計画について」（日立製作所、2020
年3月30日）に基づく。
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１.   コロナ禍と新卒採用――何を、どう論
じるべきか？

　猛威を振るう新型コロナウィルス感染症。
少なくとも日本では、事態がすぐさま終息に
向かう気配はない。感染拡大からゆうに1年
以上が経つが、あらためて振り返ると、コロ
ナ禍は、新卒採用に対してどのような影響
を与えたのか。さらに今後は、どんな影響を
及ぼすのか。そして、そこには新卒採用の「ニ
ューノーマル」が生起するのか。小論では、
こうした問いに迫ってみたい。なお、ここで
扱うのは、大卒の新卒採用に限定する1。
　こうしたテーマにアプローチする際には、
注意すべき点がある。パンデミックにもなっ
たこれだけの災禍を前にすると、1つには、 

「ショック・ドクトリン」2よろしく、惨事に
便乗するかのような政策や改革が、一気呵
成に展開してくる可能性がある。もう1つは、
未曾有の事態の到来を前にして、メディアで
はある種の定型的な言説が流行り、私たちの
意識もそこに飲み込まれていく可能性があ
ることである。
　前者は、筆者の専門である教育領域でい
えば、「GIGAスクール構想」3などがその典
型であるが、視野を広げれば、菅政権が発
足して以降の「DX（デジタル・トランスフ
ォーメーション）」推進の動きやデジタル改
革関連法案などにも、その臭いがプンプンし
ている。ただ、ここでの本題ではないので、

これ以上は深入りしない。
　後者は、「これほどの災禍に見舞われ、か
つてない苦い経験もしたのだから、私たちの
社会はもう元には戻らない。新たな意識や
価値観が生まれてくる」といった言説に象
徴される。こうした主張は、突然の惨事にう
ろたえる私たちの感覚にストレートに訴える
ものがある。「新しい生活様式」「ニューノー
マル」といった言葉の流行も、まさにこれに
呼応するだろう。
　しかし、どこか既視感がないだろうか。思
い起こしてみよう。直近では、東日本大震
災が起きた直後の私たちは、どんな感情に
襲われていただろうか。あの時（2011年の
3.11後）、メディアを含めて誰もが、あれだ
けの震災、さらには原発事故を経験したの
だから、日本の社会はもう元には戻らない。
これからは、新たな生活感覚や価値志向が
根づいていくにちがいないと考えたのではな
かったか。
　では、10年後、私たちの社会はどうなった
のか。日本社会の姿、私たちの日常や価値
観は、根本のところで震災以前と大きく変わ
ったのだろうか。そこにニューノーマルは到
来したのか。「風化」という言葉を安易には
使いたくないが、しかし、震災以前の日常は、
ものの見事に復活しているのではないか。
　もちろん、3.11によって確実な変化が刻ま
れた痕跡も、私たちの社会には随所に点在

児美川　孝一郎
（法政大学キャリアデザイン学部　教授）

新卒採用は「ニューノーマ
ル」に移行するか？
−コロナ禍を契機として−
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している。震災や原発事故を契機に、ライフ
スタイルや生き方を変えたという個人も、け
っして少なくはなかろう。しかし、確認して
おかなくてはいけないのは、どんな災禍を経
験したとしても、変化やニューノーマルは、
けっして自動的には生まれてこないという当
たり前の事実である。
　大きな異変が起きると、社会には複雑な
反応が生まれる。一方では、それ以前には
兆候としてのみ存在していた変化を一気に
加速させる力が働く。しかし、他方では、異
変は既存の秩序を揺さぶり、人々を不安に
陥れるがゆえに、かえって元に戻ろうとする
力を呼び起こす。＜変化を促す力＞と＜元
に戻る力＞は、併存し、拮抗する。どちらが
優勢になるかは、時間軸に沿っても変わって
いく。そのつど、事柄やテーマごとに考えて
いかざるをえない。
　コロナ禍において、新卒採用がどう変化
したか（変化するか）というテーマに関して
も、こうした複眼的な視点を持つことが必要
である。コロナ禍の発生によって、確かに当
初は、企業側も学生側も、それ以前に確立
していた新卒採用／就職の行動様式が、そ
のままでは通用しない事態に見舞われた。双
方ともに、相当に面食らったはずである。し
かし、では、そこには、新卒採用のニューノ
ーマルが一挙に立ち上がったのか。そんな
ことはない。時間を経て、冷静に振りかえっ
てみればわかるが、新卒採用／就職の基本
的な様式は、意外なほどに維持されている。
　とすると、新卒採用には何の変化も生じ
なかったのか。こう問えば、これもやはりち
がう。今はまだ新卒採用の全体的な構造を
揺さぶるまでには至っていないかもしれない
が、しかし、変化への兆しが確実に生じて
きたという側面もあるだろう。要するに、現
在のwithコロナ期においては、氷山の水面
下では、新卒採用の＜変化を促す力＞が働
きつつも、水面上には＜元に戻る力＞が優
位を占めているのではないか。そうだとすれ
ば、postコロナ期においては、両者のせめぎ
あいは、どちらに傾くのか。水面上の氷山だ

けを見るのではなく、水面下にも目配りをす
る複眼的な視点でもって、事態の推移を慎
重に見ていく必要があろう。

２． withコロナ期の新卒採用はどう変化し
たのか？

　コロナ禍において新卒採用にはいかなる
変化があったのか4。2021年卒および（現在
進行中ではあるが）2022年卒の動きに沿っ
て見てみたい5。
　まず、2021年卒の採用／就活には何が起
きたのか。もちろん企業によっても、大学や
学生の層によっても異なるが、大括りにすれ
ば、以下のように整理できよう。

①2021年卒の学年は、経団連が新卒採用の
ガイドライン設定をやめた学年であり、大学
3年（2019年）の夏および秋・冬のインター
ンシップは、例年以上に活発に実施され、学
生側の参加率や参加頻度も高くなっていた。
企業側の採用意欲も、依然として高かった。
②その結果、大学4年（2020年）4月時点で
の内々定の保有率は、インターンシップを経
験した者を中心に企業側の早期選考のルー
トに乗って、前年までよりもかなり高くなっ
た。
③しかし、その後、コロナ禍が本格化すると、
会社説明会などは軒並み中止となり、採用
活動が停滞しはじめた。
④時間の経過とともに、企業側は、会社説
明会や面接等をオンラインで実施しはじめ、
対面の併用の有無は別として、採用活動の
遅れを取り戻そうとする動きが活発化した。
⑤ただし、採用活動が一度停滞した影響は
避けがたく、しばらくの間、学生の内々定の
保有率は、前年までの実績を下回り続けた。
⑥最終的には、コロナ禍の影響を甚大に受
けた一部の業界等を除けば、企業側の採用
意欲が衰えたわけではなく、リクルートによ
れば、2021年3月卒業時点での内定率は、前
年をわずかに上回る結果となった。

　新型コロナウィルスの感染拡大後の早い
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時期には、「就職氷河期」の再来を危惧する
ような論調もなかったわけではないが、蓋を
開けてみれば、新卒採用の停止や大幅な減
少に踏み切らざるをえなかった一部の業界
を除けば、企業側の「若手人材の不足感」
は継続していた。つまり、コロナ以前の「売
り手市場」の様相が、急速に転換したわけ
ではなかった。それゆえ、採用活動そのも
のの停滞によって、時間的な遅れは生じたも
のの、内定率そのものは例年以上に回復し
たわけである6。
　それでは、2022年卒（現4年生）の場合は
どうか。2021年卒は、いわば就職活動の途
中でコロナ禍に見舞われた学年であるが、
2022年卒は、就職活動の開始前にコロナ禍
に突入している。しかも、1つ上の学年の先
輩たちの活動を見ていたというアドバンテー
ジもある。

①大学3年次（2020年）の夏以降のインター
ンシップは、基本的にはオンライン形式へと
切り替わっていた。
②2021年卒の採用活動の経験から、企業側
もインターンシップの実施には例年以上に熱
心であり、学生側の参加意欲も高かった。
企業側も学生側もともに、1つ上の学年の経
験から、「インターンシップ経由での採用／
就活」がいかに重要であるかを理解していた
からである。
③その後も、企業側には、できる時に採用数
を確保しておきたいという意向があり、学生
側にも、採用数を減らす企業等が増えて、
就活が厳しくなるのではないかという構えも
あったために、採用／就活は、一部では前
倒しぎみに進んだ。
④結果として、大学4年（2021年）4月時点
での内々定の保有率は、前年と変わらない
水準となった。さらに、内定率はその後も上
昇し、2021年卒より高水準での推移が、少
なくとも7月1日時点まで続いている7。

　以後は、いまだ現在進行中のことなので、
軽々しくは論じられない。しかし、あえて肌

感覚の実感としてだけ言えば、コロナ禍で
業績が大幅に悪化してしまった一部の業界
等を除くと、企業側の採用意欲は想像して
いた以上に高い水準で持続しているように
思われる。
　結局、コロナ禍において、新卒採用には
何が起きた（起きている）のか。大胆に言
ってしまえば、採用選考の手法がオンライン
化したという点は、大いなる変化である。し
かし、この1点を除けば、実際の新卒採用／
就活シーンには＜元に戻る力＞が強力に働
き、現に働き続けているのではないか。象
徴的に言えば、これだけの災禍に見舞われ
たにもかかわらず、新卒採用／就職という

「ベルトコンベア」は、走りながらも部品を
取り替え、見事に動き続けた。企業側は、
当初は部品の交換に戸惑いながらも、ベルト
コンベアだけは絶対に止めないようにした。
学生側も、このコンベアに乗ることのみが、
自らの卒業後を保障してくれるという新卒就
職の「教え」を遵守したのである。

３． 新卒採用の多チャンネル化は進むか？
　それでは、コロナ禍を経験したにもかか
わらず、新卒採用には何の変化もないのか。
そこにニューノーマルが到来するという可能
性は、皆無なのか。
　もちろん、そんな断定はできない。先に述
べた採用／就活手法のオンライン化への移
行もそうであるし、それほどの大きな変化に
は見えなくとも、変化の芽はやはり生じてき
ている。その意味では、現局面においても、 
＜変化を促す力＞は着実に存在している。
現状、それは、＜元に戻る力＞との拮抗関
係において劣勢にあるように見えるが、しか
し、今後の景気動向や企業の業績の推移等
によっては、両者の関係が一気に逆転する
ことも、シナリオとして想定できないもので
はない。
　今後の「定点観測」が必要となるであろ
う変化の芽として、2点に着目したい。
　1つは、企業側からの新卒採用のチャンネ
ルがどれだけ多様化していくかである。採
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用チャンネルの多様化が進めば進むほど、そ
れは、いわば「護送船団方式」とも言える
新卒採用／就職の基盤を掘り崩していくの
で、そうした変化が累積した折には、従来
の新卒採用／就活シーンは巨視的に見て大
きく変容することになろう。
　新卒採用の多チャンネル化のなかでも、
注目しておくべきは、「通年採用」と「ジョ
ブ型雇用」の広がりである。
　通年採用の拡大は、コロナ禍以前から、
経団連トップがことあるごとに、新卒採用の
縮小とセットで、時には終身雇用の終焉を匂
わせながら発信してきたものである。もちろ
ん実際には、このシナリオを巡っては、経団
連トップの掛け声の「勇ましさ」と各企業の
新卒採用の現場のあいだにはかなりの「温
度差」もあった。また、各企業にとっての通
年採用は、採用の主流ではなく、一定の規
模を超えない範囲内での「サブ・チャンネル」
として位置づいてきた感もある。こうしたバ
ランスが、コロナ禍を経ることで、通年採用
の側へと大きく傾いていくのかどうか。各企
業が日本型雇用を維持していく「体力」を
どこまで維持できるのかともかかわって、
中・長期的な視点で注視していくことが求
められよう。
　その際、新卒採用に質的変化が生じたと
判断できるメルクマールは、おそらくは「通
年採用」という用語の意味解釈が拡張する
かどうかにあるのではないか。つまり、現在
のように、新卒人材であれば（ガイドライン
などには囚われずに）在学中いつでも採用
するといった日本的な解釈ではなく、この用
語のグローバルな意味に沿って、既卒者も
含めて「必要な人材を、必要な時に採用する」
という理解になるかどうかである。しかも、
その場合の既卒者は、いわゆる「第二新卒」
のような（一度は新卒採用を経験した）人
材だけではなく、卒業後に非正規で就業し
ていた者、留学からの帰国者、（卒業後の）
長期インターンシップの経験者など、これま
で新卒採用の枠には入ってこなかった多様
な人材へと開かれていかなくてはなるまい。

　そして、そうした意味での「通年採用」
を実現していくためには、企業側においては、
新卒採用のように潜在能力を評価する採用
ではなく、いわゆる「ジョブ型」の採用があ
る程度まで広がっていくことも必須となるだ
ろう。これが、注目しておくべき点の2つめ
である。
　もちろん、現在の日本の教育制度を前提
に考えた時、新卒（若年）採用においてジ
ョブ型が可能なのかという疑問はあるかもし
れない。しかし、通年採用の拡大によって、
卒業時に（のみ）採用するという縛りがなく
なり、かつ、ホワイトカラー層の採用におい
ては、欧米のように長期インターンシップが
入職前の職業教育訓練になるといった仕組
みが機能するようになれば、ジョブ型の採用
や雇用の広がりは、あながち机上の空論で
あるとは言えなくなるのではないか。この点
では、経団連と大学団体による「採用と大
学教育の未来に関する産学協議会」が、イ
ンターンシップについて以下のような提言を
発表したことも注目される8。

①就業体験を伴わない1 dayインターンシッ
プには、「インターンシップ」の名称を用い
ないことにする。
②「キャリア教育としての低学年向けのイン
ターンシップ」と「就職・採用選考を意識し
た高学年向けのインターンシップ」は、明確
に区別する。
③後者においては、実務を体験できることを
重視し、有給も検討する。今後、産学の合
意が得られれば、インターンシップと採用を
直結させることも可能とする。

　これは、「通年採用」と同様、従来はきわ
めて日本的にのみ通用してきた「インターン
シップ」概念をグローバル標準に近づけよう
とするものである。と同時に、新卒（若年）
採用をいかにしてジョブ型雇用に接続する
かという課題を相当に意識したものである点
を看過するわけにはいかないだろう。
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４． 新卒就職にのぞむ学生側の価値観の変容
　「定点観測」していくべきもう1つの変化の
芽は、就職にのぞむ学生側の価値観がどれ
だけ変容していくかである。より焦点化して
いえば、コロナ禍以前から生じていたことで
もあるが、今後、学生たちの組織へのエン
ゲージメントの感覚がさらに弱まっていくの
かどうかである。
　集団的枠組みを前提としつつ、個人は自
らの自由の「制約」を受け入れつつ、その
代償（抱き合わせ）として、組織からの「庇
護」を得るという日本的雇用（組織と個人の
心理的な契約関係）は、今後はどこまで、
どの強度まで維持されていくのだろうか。コ
ロナ禍において、個人とりわけ若い世代は、
何を大事にして生きるのかという価値観や
ライフスタイル選択に敏感になり、オンライ
ン化のなかでは、「全拘束的」ではない組織
との関わり方を経験した。そのことは、今後、
どのような組織との距離感やエンゲージメン
トを際立たせるのかが問われることになろう9。
　もちろん、コロナ禍を経たがゆえに「安定
志向」へとしがみつく層も存在する。その意
味で、変化は「両義的に」進んでいるが、
学生に関しても、せめぎあうそうした感覚の
拮抗関係のなかで、就活における会社選びの
基準が形づくられていくことは間違いない。
それが、従来の基準からどれほどズレていく
のか、場合によっては、大きく変容するのか、
その点を見定めていく必要があろう。

１  高卒採用には、「学校を経由する就職斡旋」や「一人
一社制」など、大卒とは異なる制度・慣行・ルールが
あり、また、生徒には就職の代替としての進学という
選択肢も存在するため、大卒就職と同一に扱うことに
は無理がある。堀有喜衣『高校就職指導の社会学』勁
草書房、2016年、などを参照。

２  ナオミ・クライン（幾島幸子ほか訳）『ショック・ド
クトリン』上下、岩波書店、2011年、を参照。

３  拙稿「GIGAスクールというディストピア」『世界』
2021年1月号、岩波書店、を参照。

４  以下の内容は、朝日新聞社の言論サイト「論座」
（https://webronza.asahi.com/）に掲載した拙稿「コ
ロナ禍は、新卒就職に『ニューノーマル』をもたらす
か」（2020年7月31日）と一部重なるところがあるが、
その後の状況も踏まえて、大幅に書き直している。

５  以下の論述においては、根拠となるデータ等はいちい
ち示さないが、就職みらい研究所『就職白書2021』リ
クルート、2021年、マイナビ『2020年度新卒採用就職
戦線総括』2021年、等を参照。

６  もちろん、リーマン・ショック時に関しても、2009年
卒では大卒求人倍率は2.14倍あり、それが2011年卒の
1.28倍、2012年卒の1.23倍へと急下降するまでには数
年のタイムラグがあった。その意味で、2021年卒のよ
うな状況が今後も続くのかどうかについては、慎重に
推移を見守る必要もあろう。

７  就職みらい研究所「就職プロセス調査 （2022年卒）
2021年7月1日時点 内定状況」。

８  採用と大学教育の未来に関する産学協議会（2020年
度報告書）『ポスト・コロナを見据えた新たな大学教
育と産学連携の推進』2021年、を参照

９  メディアでは、大学のオンライン授業の評判は芳しく
ないかもしれないが、友人づくりにも困難であった新
入生の事情は別として、上級生のなかにはすでに、キ
ャンパスでの学生生活に拘束されないオンライン授業
を歓迎し、その「気楽さ」と「自由」を享受する層が
確実に登場してきている。
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　経団連は、旧日経連時代から、社会的対話における連合

の主要なカウンターパートですが、賃金・一時金、初任給

などについて経年的に調査に取り組まれていて、調査部門

としても社会的に有意義な活動をされています。こうした

経団連の経年調査の一つに、「我が国の企業における福利厚

生費の実態を把握し、今後の福利厚生を含む人事・労務管

理の運営に資することを目的」として、1955年度から毎

年実施している「福利厚生費調査」があります。

　昨年の第64回福利厚生費調査結果を調べていて気がつき

ましたが、今回の調査では調査対象を変更し、「健康保険加

入者数」としていたこれまでの調査対象従業員数を、「常用

従業員数」（「無期契約労働者と雇用契約が1ヵ月以上の有

期契約労働者の合計」）へと変更しました。

　経年調査における調査対象者の変更は、環境の変化に対

応させるために必要なことではありますが、積み重ねてき

たこれまでの調査結果の連続性を遮断してしまいますので、

決して容易な判断ではありません。「昨今の福利厚生施策の

適用状況に鑑み」変更したという、経団連の調査担当の方

の英断に敬意を表したいと思います。

　では「健康保険加入者」と「常用従業員」の違いはどこ

にあるのでしょうか。

　週の労働時間数の要件（20時間以上）や月収要件（8.8

万円以上）の有無という点もありますが、最も異なるのは

有期労働契約者の労働契約期間の取り扱いです。

　健康保険加入には「雇用期間の見込みが1年以上である

こと」という要件がありますが、今回の経団連調査の対象

者である「常用従業員」は、無期契約労働者と「雇用契約

が1ヵ月以上の有期契約労働者」を含むとされており、有

期労働契約の契約期間の取り扱いの違いが最も大きな変更

と思います。

　さて、「経団連」と「有期労働契約」というと、もう10

年以上も前のことですが、2010年10月から2年間にわたっ

て、カウンターパートの経団連委員と丁々発止やりあった

労働政策審議会での有期労働契約法3か条の制定議論を個

人的には思い出します。

　当時は2009年9月の政権交代によって、民主党を中心

とする連立政権下で、労働者保護に向けた労働政策が論議

されていた時期です（安倍前首相は民主党政権を「悪夢」

と言っていましたが、労働政策に関してはこの労働契約法

改正や高年齢者雇用安定法改正、求職者支援制度などは民

主党政権下で実現したものです）。

　2010年10月の労政審第82回労働条件分科会（岩村正

彦分科会長　現中労委会長）から始まった労働契約法改正

の論議は、2012年10月の第102回分科会まで21回にわ

たって大激論が交わされました（厚労省https://www.

mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969_old.

html　参照）。

　日本では労働政策審議におけるILOの3者構成原則は、労

働者側、使用者側は、直接的に政府とではなく、労・使委員

＋「公益委員」の3者による公労使で論議が進められますが、

当然のことながら時の政府の意向が強く反映されます。

　2009年9月から2012年12月までの民主党政権下では、

経団連をはじめ使用者側委員には随分といろいろな思いが

あったかと思います（2012年12月以降の第2次安倍政権

下で労働者側が味わったのと同じように）。

　2013年4月の改正労働契約法施行から8年が経ちまし

た。今年3月に、5年の無期転換ルールの見直しや、無期転

換後の勤務地限定正社員等の「多様な正社員」の雇用ルー

ルの明確化などについて検討する「多様化する労働契約の

ルールに関する検討会」（山川隆一座長）が設けられ、厚労

省と学識経験者での検討が始まりました。すでに4回の論議

が行われ今年の秋以降、報告書のとりまとめが行われる予

定です。その後、いずれかの段階で、この報告書を踏まえ

た法改正に向けて、厚労省から労政審での論議が呼び掛け

られることとなりそうです。

　2007年に成立した労働契約法の審議の際は、労働省側

の主張は連合総研の「労働契約法制研究委員会報告書 労働

契約法試案」（2006年）をベースに展開されました。今後

始まるであろう有期労働契約に関する労政審の論議が、日

本における雇用社会がどうあるべきか、大所高所からの論

議となることを心から祈念いたします。

　（2019年9月より連合総研で主任研究員としてご活躍頂

いた豊田進氏が6月末をもって出身単組に帰任されました。

感謝を込めてご報告申し上げます。）

　文末となりましたが、小稿執筆中に中西宏明前経団連会

長のご逝去の報に接しました。謹んで哀悼の意を表します。

「経団連」と「有期労働契約」に想う

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　事務局長（専務理事）　新谷　信幸
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　10万人もの人が一夜に亡くなった
昭和20年3月10日の東京大空襲を体
験し、九死に一生を得た著者が、戦争
の悲惨さ、残虐さ、非人間性、虚しさ
を語り続けることの重要さを強調す
る。
　著者は、本書において、太平洋戦争
下で発せられた軍人たちの言葉や、流
行したスローガンなど、あの戦争を理
解する上で欠かせない14の「名言」
の意味とその背景を分かりやすく解説
する。
　最初に、「日本は何故こんな無謀と
も思える戦争に突入していったの
か？」その原因を知ることから本書は
始まる。「一に平和を守らんがためで
ある」「バスに乗り遅れるな」「理想の
ために国を滅ぼしてはならない」「大
日本は神国なり」「アジアは一つ」。い
ずれも、よく知られた言葉でありなが
ら、その真意については、今の我々に
はうかがい知れないものである。同時
代を生き、生涯をかけて昭和史を研究
してきた著者が、その言葉の背景、そ
の時代の空気・雰囲気を我々に教えて
くれる。自分に都合のいいようにのみ
主観的に状況を判断し、マスコミも連
日、国民を煽り立て、世論を形成し、
国土を焼野原にしてしまうような愚か
なことをしてはならないのだ。
　次に、戦時下における国民の本音に
ついて知る名言が続く。「タコの遺骨
はいつ還る」「敗因は驕慢の一語に尽
きる」「欲しがりません勝つまでは」。
当時、小学生であった著者の目線から、
戦時下で生きるとはどのようなことな
のかを感じ取ることができる。「夕焼
小焼」の替え歌が印象的であった。「夕
焼小焼で日が暮れない/山のお寺の鐘
鳴らない/戦争はなかなか終わらない/

烏もおうちへ帰れない」
　最後は、敗戦が確実となり、本土決
戦が間近になった頃の名言である。「太
平洋の防波堤となるのである」「武士
道というは死ぬ事と見付けたり」「特
攻作戦中止、帰投せよ」「沖縄県民斯
く戦へり」「しかしー捕虜にはなるな」

「予の判断は外れたり」。
　本書を通じて、いまの世に通ずる教
訓としては、筆者はこう指摘している。
　「自分にとって望ましい目標をまず
設定して、実に上手な作文で壮大な、
楽観的な空中楼閣を描くのが、日本人
は得意なんです。物事は自分の希望す
るように動くと考えるのです。」「もは
やどうにも手の打ちようもない、とい
う絶望的状況に陥ったとき、人はいつ
でも根拠のない幻想でしかないこと
に、確信とか信念というものをみつけ
るもののようです。（略）「予の判断は
外れたり」という言葉はまさにその典
型であるといえる、と思うのですが。」
と記して、本書を結んでいる。
　「戦争は、国家を豹変させる、歴史
を学ぶ意味はそこにある。」平和への
強い願いがこめられた半藤氏直筆の最
後のメッセージが非常に印象的であ
る。
　半藤氏の孫である本書の編集者は、

「この本は、祖父が最後に私に手渡し
てくれた平和への願いそのものでし
た。本書が、祖父母から孫へ、戦争を
知る世代から知らない世代へ受け継が
れる、そんな一冊になることを、祖父
とともに心から願っています。」
　「天災と違って、戦争は人間の叡智
で防げるものです。」奥様の言葉であ
る。終戦から76年目の夏、平和な時
代に生きていることの意味を改めて噛
みしめたい。

書は、2021年1月に90歳で逝
去された半藤氏の遺作である。

半藤氏と言えば、『ノモンハンの夏』『昭
和史』『日本のいちばん長い日』など
数々の著書を通じて、「戦争の悲惨さ、
平和の尊さ」を訴えるとともに、「なぜ、
日本は非人間的な戦争を引き起こして
しまったのか」について生涯をかけて
探求し続けた作家である。
　本書は、太平洋戦争開戦80年目に
あたる2020年7月～ 11月にかけて、
入院中のベッドの上で書かれ、雑誌『歴
史街道』に連載されたものを加筆する
形で企画・出版された。半藤氏が最後
に日本人に伝え残したかったことと
は。
　「人間の眼は、歴史を学ぶことでは
じめて開くものである。」「まえがき」
の中で、「いまの日本では、日本がア
メリカと戦争をしたことを知らない人
がいっぱいいる。かなりの大人のなか
にも、「それでどっちが勝ったの？」
とわたくしに尋ねる人さえいるので
す。あいた口がふさがらないとは、ま
さにこのこと、情けなくなります。」
と憤っている。
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半藤一利 著
PHP研究所出版
定価1,300円（税別）

『戦争というもの』

祖父から孫への手紙
−受け継がれる平和への願い

本
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今月のデータ
大卒求人倍率、コロナ禍が新卒採用に与えた影響、

新卒採用活動におけるジョブ型採用の実施状況について

リクルートワークス研究所　第38回ワークス大卒求人倍率調査（2022年卒）

　今月の特集は、「コロナ禍が新卒一括採用に与えた影響・変化と今

後の展望について」であり、寄稿1で標記調査結果も取り上げたが（4

ページ：大卒の求人倍率は、2019年卒〜 2020年卒は1.8倍を超え

ていたが、2021年卒、2022年卒は1.5倍台に悪化した等）、詳細を

見てみる。

　まず、2022年3月卒の求人倍率を従業員規模別に見ると、300人

未満企業は3.40倍から5.28倍へと1.88ポイント上昇、300 〜 999

人企業も0.86倍から0.98倍へと0.12ポイント上昇した。一方で、

1000 〜 4999人企業は1.14倍から0.89倍へと0.25ポイント低下、

5000人以上の企業も0.60倍から0.41倍へと0.19ポイント低下した

（図表1）。

　企業側から見ると、従業員規模1000 〜 4999人と5000人以上の

企業で求人総数が、それぞれ0.7%、3.0%増加した。一方で、従業

員規模300人未満と300 〜 999人の企業で求人総数が減少した。こ

れらの従業員規模の企業では、コロナ禍の影響が長引いている。また、

学生の希望については、中小企業から大企業への揺り戻しが起きて

いる。従業員規模300人未満と300 〜 999人の企業を希望する学生

は、それぞれ前年比35.7%、17.2%減少した。従業員規模1000 〜

4999人と5000人以上の企業を希望する学生は、それぞれ前年比 

29.1%、51.0%増加した（図表2）。

　次に、新型コロナウイルスの感染拡大が 2022年卒の新卒採用に

与えた影響について見る（採用活動の方針について、コロナの影響

を受けていない企業を除外して分析）。約7割の企業が、コロナの影

響を受けても、採用数を変更していない。企業が長期的な視点で採

用活動を実施している様子が見て取れる。業種別に見ると、「コロナ

の影響を受け、採用数を減らしたり、採用自体を中止した」企業は、

飲食店・宿泊業（59.2%）、運輸業（37.3%）で多かった。採用数

を増やした業種は小売業（5.5%）が目立った。従業員規模別に見ると、

従業員規模5000人以上の企業について、「コロナの影響を受けたが、

採用数は変更していない」割合が75.2%と、他の従業員規模と比較

してやや高く、「コロナの影響を受け、採用数を減らしたり、採用自

体を中止した」割合が20.9%とやや低い。大企業の採用意欲が回復

している様子が分かる（図表3）。

　2022年4月入社の新卒採用活動におけるジョブ型採用の実施状況

について見る。全体で5.2%の企業がジョブ型採用を実施しているが、

業種別に見ると、医療・福祉が12.3%、情報通信業が8.3%と高い。

従業員規模別に見ると、5000人以上の企業が10.5%と最も高い（図

表4）。

図表１　従業員規模別 求人倍率の推移

DIO 2021, 7.  8

注１：いずれも比較可能な期間における値。従業員規模別４区分は2010年３月卒より集計を開始
注２： 前回の求人倍率について、企業調査は2020年６月に実施されている。よってコロナの影響を企業側が考慮した統計

となっている。一方で従業員規模別・業種別の求人倍率集計に必要な学生側のデータは、３月時点の調査を使用し
ており、コロナの影響が必ずしも反映されていない。つまり、コロナの影響で学生が就職希望先などを変更してい
るケースが反映されていないため、解釈に注意が必要である

―  25  ―



図表２　従業員規模別 求人総数と民間企業就職希望者数の推移

注１：従業員規模別４区分の集計は2010年３月卒より実施 
注２：２区分（1000人未満、1000人以上）のデータは、リクルートワークス研究所のウェブサイトを参照 
注３：2021年３月卒の値は2020年６月調査によるもの
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図表３　新型コロナウイルスの感染拡大が新卒採用に与えた影響

注： 「新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2022年４月入社の新卒採用活動の方針を決めるにあたり、貴社の姿勢とし
てあてはまるものを回答してください。（１つに〇）」という設問に対して、「コロナの影響を受け、採用数を増やした」「コ
ロナの影響を受け、採用数を減らしたり、採用自体を中止した」「コロナの影響を受けたが、採用数は変更していない」

「コロナは採用活動の方針に影響していない」という選択肢から回答してもらった。コロナの影響を見るため、「コロナ
は採用活動の方針に影響していない」と回答した企業と回答不明だった企業（計1971社）を除外して集計した

図表４　ジョブ型採用実施企業の割合

注１：2022年４月入社の新卒採用実施予定・実施中企業が対象 
注２：調査票において、ジョブ型採用の定義の具体的な説明はしていない

DIO 2021, 7.  8―  27  ―



　

I NFORMATION

D I O
２０２１　

　新型コロナウイルス感染症が流行
してから１年以上が経過します。こ
の間、DIOの特集もコロナ関連のもの
が続きました。大卒就職者の状況に
ついては、コロナ禍での１年目とな
る今年３月卒業者の状況が明らかに
なり、また、来年３月卒業者の就職
活動が佳境を迎える時期であること
から、特集を組むこととしました。
　４人の方から、切り口を変えて寄
稿していただきましたが、複数の方
が共通して述べられていたのが、①
コロナの影響は限定的で、一部の業

界を除き企業の採用意欲は高い、②
採用選考の手法がオンライン化した、
③今後の「ジョブ型雇用」の広まり
や学生の「就社意識」の変容に注視
すべき、でした。
　今年11月には希望する人全てがワ
クチンを受けられるとのこと。コロ
ナが一刻も早く収まり、元の生活に
戻ることを祈るとともに、コロナに
より進化した部分は戻らないことを
願います。

（30年前は新入社員）
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【5月の主な行事】
 5 月 7 日 第 14 回持続可能な発展に向けた事業承継をはじめとする

中小企業の発展と労働者の労働条件向上に関する調査研究委員会
（主査 : 黒瀬　直宏　特定非営利活動法人アジア中小企業協力機構理事長）

  第 16 回障がい者の更なる雇用促進と職場定着に向けた
  課題と方策に関する調査研究委員会

（主査 : 眞保　智子　法政大学現代福祉学部教授）
 11 日 第 5 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の

人材育成等に関する調査研究委員会
（主査 : 中村　圭介　法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）

 12 日 所内・研究部門会議
 19 日 所内・研究部門会議
 21 日 第 4 回連合総研オープンセミナー
  「人生 100 年時代」における勤労者の老後不安をなくすために
 24 日 第 13 回今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会

（主査 : 毛塚　勝利　労働法学研究者）
 26 日 所内勉強会
 27 日 第 6 回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの

責任投資原則促進に関する調査研究委員会
（主査 : 水口 剛　高崎経済大学経済学部　教授）

【6月の主な行事】
 6 月 7 日 第 10 回外国人労働者の受け入れと社会的包摂のあり方に関する

調査研究委員会
（主査：山脇　啓造　明治大学教授）

 16 日 第 9 回労働力人口減少下における持続可能な経済社会と
働き方（公正分配と多様性）に関する調査研究委員会

（主査 : 藤村　博之　法政大学教授）
  所内・研究部門会議
 23 日 所内勉強会
 24 日 第 1 回経済社会研究委員会
 25 日 第 18 回障がい者の更なる雇用促進と職場定着に向けた

課題と方策に関する調査研究委員会
（主査 : 眞保　智子　法政大学現代福祉学部教授）

　  第 5 回日本の未来塾「新型コロナウイルス感染拡大下の所得再分配機能の
強化に向けた財政・政府」

（講師 : 神野 直彦 東京大学名誉教授）
 28 日 第 14 回今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会

（主査 : 毛塚　勝利　労働法学研究者）
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［職員の異動］
＜退任＞　
豊田　進（とよだ　すすむ）　主任研究員　
6月30日付退任

〔ご挨拶〕2019年9月から1年10 ヶ月、短い期間でしたが、
皆様から多くのことを学ばせていただきました。
　単組の役員経験のみだった私にとって、連合総研での経験
は、貴重な財産です。労働運動におけるそれぞれの活動にお
いて、何を目指すのか、そこにある課題は何か、どのように
取り組むべきか、これらに対する多くの知見に触れることが
出来ました。
　本当にお世話になりました。
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