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　This paper organizes prior research on job-hunting processes between university graduates and employers in Japan.

Prior research about this topic can be divided into two issues: the first is based on the theory of social mobility; the second is about how 

job-matching processes sort strong candidates from weak ones. Because prior research assumes the signaling theory and the “social birth” 

theory, that is, the student’s background is not related to the first occupational status after taking a degree of the (prestigious) university, 

are conformable for Japanese employment practices, most of prior research emphasized the correspondence between the first occupational 

status and the academic background. However, these prior research have failed to focus on the theory of social stratification.

　This paper argues that further research can contribute to new findings related to; (1) observation of direct effect from family’s socio-

economic status to first occupational status (2) practical criteria for hiring new graduates and job-matching processes between graduates 

and employers may be affected by the biases related to social stratification.
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１．問題の所在

近代以降の社会は教育を通じての社会移動を可能と

する社会であり，人々は教育を受けることによってよ

りよい職業的地位を求められるようになった。新規学

卒後に初めて就く職業的地位を獲得するプロセスがい

わゆる就職活動である。

現在，日本の大学（学部）進学率は50%前後で推移
しており（文部科学省 2019a），また学部卒業者のう
ちおよそ75%が何かしらの形で初職を得ている１）（文

部科学省 2019b）。そして日本型雇用慣行のもとでは，

大学生の多くが在学中の就職活動を経て就職先を決定

し，卒業直後の４月１日に一斉に入社する。90年代以
降，私立大学の拡大により就職活動をする大学生は増

えた（濱中 2007）一方，バブル経済崩壊とその後の
不況に直面した企業は，すでに雇用した中高年の雇用

を守るために，新規学卒者の採用枠を収縮させた（玄

田 2001; 佐藤ほか 2013）。母数が増えたうえに正社員
という限られたパイを奪い合うことになった大卒者の

就職活動は激化し，結果として「（正社員として）就

職できない」大学生（大久保 2004）（苅谷ほか 2007; 
濱中 2007）が生まれるようになった。ここ数年の好
景気と若年層の人口減少から，大卒労働市場はいわゆ

る「売り手市場」に転じたものの，大卒者の就職や就

職活動は繰り返し論じられているトピックのひとつで

あり続けている。

大卒者の就職活動に関する社会学的研究２）として，

教育社会学においては「教育機関から労働への移行（ト

ランジション）」研究が行われてきた。この研究は，社

会移動研究，人材の選抜・配分研究，労働市場の社会

学的研究，ライフコース研究３）や，教育と職業のレリ

バンス研究（小方 1998; 本田 2000; 2005a; 2009）など，
複数の領域の視点からなされてきた４）。就職活動研究

は，膨大な先行研究の蓄積が存在する分野だといえる。
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しかし，日本の就職活動（初職達成）研究は，その

時々の社会問題（先述の就職難など）に着目するあま

り，就職活動という「誰がどのように企業から選ば

れ，職業的地位に配置されるのか」という根本的な問

いに答え切れていない可能性が指摘できる。そこで本

稿は，これまで不足してきた「職業的地位への配分」

について，マクロな様相を描き出す選抜研究や社会階

層・移動研究の観点と，ミクロな選抜基準・プロセス

の観点から先行研究を整理し，今後の研究の可能性を

探ることを目的とする。

第２章では，選抜や社会階層・移動に関する理論に

基づく就職活動研究を，第３章では，具体的な選抜基

準や手法に着目した就職活動研究を概観する。また，

第４章では，本稿の結論としてこれまでの就職活動研

究は実際の採用プロセスや用いられている選抜基準に

関する研究や，社会移動・階層論に基づく研究に十分

アプローチできてこなかったことを指摘した上で，こ

の２点の議論に貢献するであろうaudit studyについて
取り上げながら，今後の研究の方向性について議論す

る。

２．就職活動と選抜・社会移動の研究

大学生の就職を初職達成として捉えたとき，⑴初職

という職業的地位の配分についての説明は選抜研究の

観点から，⑵配分される職業的地位と出身階層との対

応についての説明は社会階層・移動研究の観点から論

じられる。本章では，初職達成についてこの２つの視

点から検討する。

Ａ．初職達成にまつわる選抜研究

近代化・産業化が進んだ社会では，経済活動が分業

化され，効率的な人材配分が求められることから，個

人が「どのような生まれか」（属性原理）ではなく，「何

ができるか」（業績原理）に着目した地位配分が行われ

ると論じられてきた。学校を選抜・配分機能を備えた

装置として捉えたとき，人々は教育システムを通じ

て，それぞれの業績を基準に社会的地位（労働市場に

おける職業威信や収入）に分配される。

この地位配分に際し，「なぜ」選抜されるかに着目

し，業績（学歴）と職業上の地位の結びつきを説明す

るのが，選抜・配分の理論である。選抜・配分の理論

には，大きく分けて２つのパターンがある。

１つ目は，労働市場から求められる「能力」に一旦

の定義を置き，採用側はその「能力」が高い者を選ん

でいるという仮定を置いた理論である。人的資本論や

技術的機能主義に基づけば，学生は職務で必要となる

技術や技能を学校で身に着けるために，学歴と職業上

の地位が対応すると説明できる。また，情報の非対

称性から学生の潜在能力を直接測らず，大学の選抜

度の高さを代理指標としたシグナリング理論（Spence 
1973）や，潜在能力が高い学生を採用すれば入職後の
訓練にかかるコストが相対的に低く済むとするサロー

の訓練可能性説（Thurow 1975＝1984）は，教育シス
テムによる選抜結果を潜在的な職業能力として読み替

えて説明している。

２つ目は，集団の地位を維持し続けるため，採用側

は自らと似たような文化の学生を採用しようとすると

いう仮定を置いた理論である。具体的には，産業界内

部の階層構造に対応した形で出身階層別の社会化が行

われるとする対応理論（Bowles, S. & Gintis, H. 1976＝
1986），身分集団の文化に対応した教育を受けたことを
職業の選抜の要件とすることで，地位の再生産がされ

ると論じた葛藤理論（Collins.R. 1971＝1980），文化資
本の相続を通じて地位の再生産が行われるとする再生

産論（Bourdieu.P. 1979＝1991）などの説明が存在する。
日本の大卒者の初職達成についての研究は，「一度

高い学歴・学校歴を獲得してしまえば，それ以前の

社会的背景の影響は初職の獲得に影響しない」とい

う，「社会的出生」説（OECD 1971＝1972）に類似す
る考え方を強い前提として進められてきた。日本型雇

用慣行のもとでは大学で学んだ内容に意味が見出され

ないために，企業は大学の銘柄に示される学業成績こ

そが，入社後の教育訓練に耐えうる「能力」を指し示

すものである（シグナリング理論と親和的な視点）と

捉え，選抜に際して参照している（濱口 2013）。重要
なのは，学生が「何ができるかではなく何をなしうる

か」（小林 1981）であり，「採用されたあとで，いかに
早く効率的に（ということは企業にとって安いコスト

で）必要な知識を身につけるか」（天野 1984）であっ
た。また，日本には職業資格制度という概念が存在し

なかったため，教育資格（学歴）は職業資格として読

み替えられ，採用要件として利用されるようになった

（天野 2006）という経緯もあった。
ここから，教育社会学者，とりわけ天野郁夫（1984）

や潮木守一（1987）のような学歴・選抜を専門とす
る研究者による研究は，学歴・学校歴と初職の地位と

いう対応関係を前提に，当時の〈銘柄大学－大企業〉

の対応に着目し，巨大企業就職率の学校歴格差につい

て，先述したシグナリング理論や仕事競争モデル・訓
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練可能性説，紛争理論的な解釈を用いて説明してきた

（平沢 2005）。
その説明に対し，異を唱えたのが竹内洋（1989a; 

1989b）であった。竹内（1989a; 1989b）は議論の前
提として，それまでの天野（1984）や潮木（1987）
のような研究は，教育システムだけを選抜・配分装

置とみなす教育システム還元論に執着し，「教育シス

テム以外の場所でいかなる選抜が行われているのか

に目を向けることはなかった」ことを指摘した（竹

内 1989a; 1989b）。教育システムだけが配分の装置な
のであれば，就職活動においても選抜度の高い大学か

ら順々に採用することになる。しかし，実際はあらか

じめ定めた多様な大学から決められた人数だけ採用し

ている。竹内（1989a; 1989b）は，先行研究がこのズ
レに着目してこなかったことを指摘した。そして，企

業は自由応募制のもとでも，実質的には採用する大学

とその人数を決めていること（「分断化された選抜」）

（竹内 1989b: 136），また，選抜性の高い大学出身者は
希少性が高く非代替的であり，１社あたりの採用予定

数は少なくても多くの企業の採用の対象になること

（「正規分布による思わざる合成効果」）（竹内 1989b: 
141）から，客観的・主観的な就職機会が良好になる
こと（「ねじれ」現象）を指摘した。

この竹内（1989a; 1989b）による議論は，それまで
の理論からの脱却の必要性を示唆し，その後の研究に

２つの方向性を与えた。

１つ目は就職活動研究における新規学卒市場の構造

化にまつわる理論の発展（平沢 2007）である。つまり，
労働市場は経済学が想定するように個人が自由に移動

する（できる）空間ではなく，社会的に埋め込まれて

いるという議論である。大卒労働市場を対象とした代

表的な研究としては，大学と企業の間に存在する準制

度的連結（Kariya and Rosenbaum 1995）に基づくOB訪
問研究が挙げられる。苅谷ほか（1993）は，制度的連
結の一種であった指定校制が廃止されたあとも存続す

るOB訪問を通じて，大学と企業の対応関係が構造化
され，分断化された選抜が継続されることを明らかに

した。この研究により，竹内（1989a; 1989b）では十
分に明らかにできなかった，大学と企業間の関係が安

定して継続した理由が示された。また中村高康（1995）
は大学ランクごとに就職活動の形態が構造化されてい

る可能性を，濱中義隆（2007）は，就職対策の書籍や
WEBサイトで取り扱われるような「標準的な就職活
動」は選抜性の高い大学に限られたパターンであり，

選抜性の低い大学ではそのランク特有の就職活動のス

タイルが存在することを指摘している。また，外部労

働市場に適合的な中小企業と非銘柄大学の対応を論じ

るのであれば，これまでの就職活動研究では視点から

排除されるきらいがあった人的資本論や，それに親和

性の高い職業と教育のレリバンス論（本田 2009）が
意味を持つ可能性があると考えられる。

２点目は選抜のプロセスや規範に着目した研究が

行われるようになったことである。選抜のプロセスに

関しては，中村（1995）がプロセスに着目する重要性
を指摘した上で，就職活動のプロセスにおけるアスピ

レーションの加熱・冷却について論じた（詳しくは第

３章で論じる）。また，平沢和司（1995）など，社会的
属性と初職達成のような社会階層・移動に着目した研

究がなされるようになった（詳しくは次節で論じる）。

選抜規範に関しては，竹内（1989a; 1989b）がそれまで
の学歴社会論者による就職活動研究を選抜理論研究と

して位置づけようと試み，ローゼンバウムのトーナメ

ント移動モデルに修正を加えた「御破算型選抜モデル」

（竹内 1991）を提起した。加えて，斎藤（2007）が，
企業は御破算選抜モデルを選抜規範としているのに対

し，学生はターナーが指摘したような競争移動モデル

が規範として信じる傾向にあることを指摘した。

Ｂ．初職達成と出身階層との対応にまつわる研究

本節では，就職を初職の地位達成と捉え，就職活動

について社会階層・移動研究の視点から論じた研究に

ついて概観する。

社会階層・移動研究において，初職への到達がどの

ような要因によって規定されているのかは，職業的

キャリア形成のメカニズムを知るうえで重要なテーマ

としてみなされている。大卒者の就職研究により，高

学歴者の職業的分化に特化して職業的地位達成の初期

段階を検討することができる。この社会移動は世代間

移動・世代内移動の２つに分けることができるが，２

つを１つの分析枠組みに集約したのが，地位達成モデ

ル（Blau， P. M.， & Duncan， O. D. 1967）である。地位
達成モデルは，父教育年数・父職から本人の教育年

数・初職，本人の教育年数から本人の初職・現職，本

人の初職から現職それぞれの関係性を示そうとした。

日本における出身階層と大卒者の初職達成につい

ての研究では，あくまで出身階層から初職の直接効

果は見られない，もしくはわずかなものであり，出

身階層から本人の学歴（教育年数）・学校歴を経由し

た間接効果が強い影響を持っていることが指摘され

てきた。具体的には，平沢和司による研究群（平沢 
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1995; 1998; 2010），初職の雇用形態に限れば太郎丸博
（2006）や佐藤香（2011）による研究などがある。
出身階層と大卒者の初職達成（企業規模）について，

自らの研究会が実施した調査を用いた平沢（1995）で
は，初職の企業規模に対して出身階層はわずかな直接

効果を持っていたものの，本人の学校歴による間接効

果の大きさが直接効果を大きく上回っていることが明

らかになった。一方，平沢（1998）ではSSM1995デー
タを用いて分析した結果，初職に対して出身階層（父

職の職業威信）が直接効果を持たず，学歴・学校歴や

OBの人数を媒介とした間接効果が強く影響している
ことを明らかになっている。また，平沢（2010）は東
大社研若年・壮年パネルを用いて同様の分析を行った

が，やはり出身階層からの直接効果はほとんど存在せ

ず，学歴・学校歴を経由した間接効果が強い影響を与

えていた。平沢自身はこれらの結果を「教育達成が職

業達成に与える影響の頑健さ」（平沢ほか 2013）とま
とめている。

また，出身階層と雇用形態の関係については，太郎

丸（2006）は学歴の影響を考慮しても父職からフリー
ター・非正規雇用になる確率に対する影響があるとし

ている。一方，佐藤（2011）では，正規雇用／非正規
雇用の雇用形態に対し，親学歴や生家の豊かさは直接

効果を持たないものの，本人の学歴を経由した間接効

果を持っている可能性を指摘している。

このように，これまでの研究では出身階層と初職達

成の間にはあまり目立った関連が見られないとされて

きた。やはりシグナリング理論・社会的出生説がサ

ポートするように，出身階層の影響は学歴・学校歴に

打ち消されるのだろうか。この結論に疑義を唱えるの

が，中村（苅谷ほか 2007）とRivera and Tilcsik（2016）
による研究である。

中村（苅谷ほか 2007）は非銘柄大学を対象にした
調査の分析を通じ，要領よく大学の単位を取得してい

る学生は相対的に出身家庭の社会経済的地位が高く，

就職活動でも正規職の内定を早期に獲得しているこ

とを明らかにした。また，海外のhiring discrimination 
study（雇用差別研究）では，出身階層が選抜のプロ
セスやその結果に直接的な影響を与えている可能性が

指摘されている。Rivera and Tilcsik（2016）では，採
用担当者の有する差別的なバイアスが原因で，学歴・

学校歴が同一であったとしても社会階層・性別によっ

て就職活動の結果が分化する可能性を指摘した。

つまり，初職の達成に対する出身階層の影響とし

て，これまで否定されてきた出身階層の直接効果が存

在する可能性が指摘できる。これまで直接効果を否定

してきた研究（平沢 1995; 1998; 2010）はいずれも出
身階層を表す変数に父職や15歳時の暮らし向きを用
いてきたが，この変数では表せないような社会階層の

要素が，初職達成に直接効果をもたらしている可能性

は否定できない。例えば出身家庭の社会経済的地位に

ついて，Bourdieuの理論で論じられた社会階層の多次
元性を再現しようと試みた古田（2018）のように，よ
り精緻な分析を行うことで，出身階層が初職達成に与

える直接効果を検討できる可能性があると思われる。

Ｃ．小括

本章では，就職活動における職業的地位の配分を説

明する選抜研究と，職業的地位と出身階層との対応に

ついて説明する社会階層・移動研究について論じた。

前者の選抜研究について，竹内（1989a; 1989b）以
前の研究は，主に社会的出生説を前提とした〈銘柄大

学－大企業〉の対応関係に焦点を当てていた。しかし，

竹内（1989a; 1989b）による指摘から，構造化された
大卒労働市場や，就職活動の選抜規範に焦点が当たる

ことになった。

後者の社会階層・移動研究については，これまでの

地位達成モデルを基本とした研究は，日本においては

教育年数による間接効果の強さゆえに，親の社会経済

的地位が子どもの初職にもたらす直接効果はあまり重

視されなかったことが明らかになった。

以上から，日本の就職活動（初職達成）研究におい

ては，社会的出生説を前提とした研究や，シグナリン

グ理論に適合的な日本型雇用慣行の影響から，学歴・

学校歴と初職との対応を重視し，出身階層をはじめと

する社会的背景に着目した研究がなされることが少な

かったといえる。しかし，先行研究からは，出身階層

などの社会的背景が就職活動の結果に何かしらの影響

を与えている可能性が示唆されている。今後の研究課

題としては，この社会的背景が初職達成に直接効果を

持つのかどうかについて，分析に用いる変数の検討や

精緻化が求められると考えられる。また，直接効果を

持つとして，なぜ直接効果を持つのかについて就職活

動の内実に検討を加える必要があると思われる。そこ

で次章では，採用基準や内定に至るまでのプロセスに

着目した研究について検討する。
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３．就職活動における選抜基準と手法の研究

本章では学生個人と企業の関係性にフォーカスをあ

て，選抜基準・選抜手法を対象とした研究群について

の議論について扱う。本稿ではこの研究群を，「求め

る能力」や「望ましい人材像」という言葉に代表され

る採用基準や手法に関連する議論と，学生の労働市場

への社会化に関する議論に大別する。また，選抜基準

や手法に関する議論に関しては，語られるものとして

の「望ましい人材像」（能力観）研究，採用の現場にお

ける採用基準研究に分けて論じる。

Ａ．語られるものとしての「望ましい人材像」研究

「望ましい人材像」についての初期の代表的な研究

として，岩脇千裕（2004）による「大学新卒者採用
における「望ましい人材」像の研究――著名企業によ

る言説の二時点比較をとおして」が挙げられる。岩脇

（2004）は，1990年と1999年に発行された『会社四季
報学生就職版』を用いて，企業による学生向けPR文
の分析を行った。90年代において著名企業の採用担
当者が新卒採用時に重視する「望ましい人材像」が，

身体属性・人柄や個人の内在的資質（企業内教育によ

る育成の対象）から，実際に役立つ能力の発揮（自ら

行動する主体）へと変容したことを明らかにしてい

る。 この岩脇（2004）への指摘としては，自身によ
るａ）「望ましい人材像」は採用情報として対外的に

示された情報であり，実際に採用される際の採用基準

とは異なる可能性がある（岩脇 2006; 2009）という指
摘，そしてｂ）経済団体による対外的な言明と，岩

脇（2004）のあいだには乖離があるという指摘（飯
吉 2008）が挙げられる。これらの指摘に対して，ａ）
については，岩脇自身が企業担当者へのインタビュー

（岩脇 2006）を通じて，実際の採用基準は「即戦力」
を求めるというよりも，新たな基礎的能力を求める方

向性にシフトしていることを明らかにした。また，ｂ）

については，90年代後半以降の経済団体による提言
から，「即戦力」が求められているのは新卒採用では

なく中途採用であることが読み取れるという指摘（飯

吉 2008）がなされた。
この岩脇（2004）に対する２点の指摘は，「望まし

い人材像」研究に対する大きな示唆を含んでいる。つ

まり，岩脇（2004）に端を発する「企業が求める『望
ましい人材像』は何か」という議論は，⑴「大企業や

経済団体のエグゼクティブが求める「能力」それ自体

はどのように構成され，変化したのか」という議論と，

⑵採用担当者が表明する「望ましい人材像」に関する

議論，そして⑶実態としての採用基準と関連する議論

という３つの異なった水準の議論として捉えられる可

能性がある５）。前２つは大卒者の就職活動そのものと

いうよりは，制度的再帰性によって生じる〈能力不安〉

に起因する「新しい能力を求めなければならない」と

いう議論（中村 2018）を扱うような研究と位置付け
るべき６）であり，後者は，実際の選抜のプロセスに

おいて，どのような属性を持った学生が選抜されるの

かという実態としての選抜基準を扱う研究として位置

づけるべき７）であろう。そこで，本章Ｂ節（3-B）で
は実態としての採用基準に関連する研究群について確

認する。

なお，岩脇（2004）以降も，⑴大企業や経済団体の
エグゼクティブによって語られる「望ましい人材像」

や，⑵企業（採用担当者）が対外的に公表する「望ま

しい人材像」を対象にした研究の蓄積は進んでいる。

⑴に関しては，飯吉（2008）による経済団体によっ
て表明された「望ましい人材像」についての研究が挙

げられる。しかし，飯吉（2008）による検討は2005
年までの文章を対象にしており８），近年の動向（イン

ターンシップの重視，就職憲章の廃止など）に関す

る議論はなされていないうえ，「能力」に関しては再

帰性（中村 2018）を持った概念として捉えていない。
岩脇（2004）が，企業が求める「望ましい人材像」に
労働市場の変化を見出したように，社会構造や労働市

場の変化を見出すための，語られるものとしての「望

ましい人材像」研究は有用であり，今後も研究を発展

させるべき分野であると考えられる。

⑵に関する研究は多数存在する。例えば金子元久

（2005）は労働省による調査から，企業が大卒事務系
に専門性のある知識ではなく素質を求めていることを

明らかにした。同様に岡部・樋口（2009）は約６割の
企業が「チームワーク力」などの汎用性の高い能力を

重視していることを明らかにしている。また，麦山・

西澤（2017）は就職ナビサイトから取得した「望まし
い人材像」について分析し，岩脇（2004）による主張
は大企業にのみあてはまるものであり，中小企業では

真面目さや規律の遵守と結びつく能力が求められてい

ることを明らかにした。これ以外にも類似した研究は

複数あり（永野編 2004; 坂本 2008; 岩崎・西久保 2012
など），それぞれの研究を統合するメタアナリシスの

ような研究ができると考えられる。
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Ｂ．実態としての採用基準と関連する研究

実態としての選抜基準を検討した研究が導き出す結

論は，⑴選抜される集団は学校歴を重視して決定され

ている傾向にあり，⑵実際の採用基準は動態的に定

まっている可能性があるという２点に集約できる。

⑴について，学校歴に着目した選抜は，先述したよ

うにシグナリング理論から解釈可能である。企業は

潜在的なポテンシャル（訓練可能性）（Thurow 1975＝
1984）を見極めるために，学校歴を用いた選抜を行っ
てきた。70年代までの推薦制，そして80年代以降の指
定校制は学校歴に基づく選抜が顕在化している例であ

る。

しかし，学歴・学校歴に基づいた選抜は，「学歴（学

校歴）差別という社会的批判を招く」（上西 2012）こと
から実施が難しくなっていった。90年代以降は，自由
応募制という建前のもと，OB経由の入職（苅谷ほか 
1993）や，採用広報を重点的に行う大学を定めるター
ゲット校採用（常見 2015）のような準制度的連結を
通じて維持されている。自由応募制が主流となった現

在の文系大学生の就職活動においても，３割以上の企

業が重点的に採用する大学を定めているという結果も

ある（常見 2015）。また齋藤（2007）は複数の大学ラ
ンクの学生を装い企業に資料請求をかけた結果，一部

の銘柄大学に集中して資料が送られており，その資料

も大学のランクに応じて異なることを明らかにしてい

る。ただし，先述したように学生は学校歴が高ければ

そのまま採用されるわけではない。あくまで選抜の対

象となる母集団を形成するために，選考早期に用いら

れる選抜基準として学校歴が採用されている（「あて

はめ型選抜」）（岩脇 2007; 2009）のである。また，学校
歴の代替指標として導入されるのが筆記試験やエント

リーシートを用いた選抜である。大企業や選抜性の高

い企業に対する調査からは，大量の学生を効率よく選

抜するために，明確な基準になりえる筆記試験や学校

歴を含む「基礎学力」を重視する選抜（「消極的な選

抜」）を就職活動の早い段階で行っていることが明らか

になっている（宮道ほか 2013; 山本・長光 2019）。
また，実際の採用基準を対象としていないものの，

吉岡（2018）は，採用に際し学生のコミュニケーショ
ン能力を重視するという大企業の対外的な言明に着目

し，企業が求めるようなコミュニケーション能力を操

作的に定義して，学生の就職先の規模に与える影響を

検討した。その結果，学生のコミュニケーション能力

ではなく，大学の選抜度が就職先の企業規模に影響す

ることを明らかになった。この結果は，企業は対外的

に学生のコミュニケーション能力を重視するとしてい

ながらも，実際は学校歴などの可視的な情報をシグナ

ルとして採用を行っている可能性を示唆している。

⑵については，小山（2008）は「採用基準の拡張」
説と「採用基準の社会的構成」説を合わせて「浮動す

る採用基準仮説」を唱えた。「採用基準の拡張」説とは，

企業が学生の評価に際しあらかじめ定めた評価基準だ

けでは評価ができず，それ以外の要素を拡張的に評価

対象にすべきと考えている仮説であり，「採用基準の

社会的構成」説とは，面接の合否は採用活動時期と採

用計画数の充足状況に応じて動態的に揺れ動く，つま

り企業は採用基準を明確に設定できない（＝「浮動

する採用基準仮説」）とした仮説である。また，岩脇

（2009）は，学校歴などで一定の基準をクリアした学
生に対しては，企業は言語化できない要素も含んだ多

様な基準で評価・採用する「発掘型選抜」を行ってい

ることが明らかにした。

この２つの研究からは，採用対象とする母集団は学

校歴や代替指標となる筆記試験を用いて形成されるも

のの，その後の選抜での採用基準はその場の状況に応

じて流動化している可能性が考えられる。この可能性

を選抜手法の面から実証しようとした研究が，宮道ほ

か（2013），山本・長光（2019），土居（2016）である。
いずれも企業規模や選抜性の高さによって用いる手法

や重視する項目が異なる可能性を指摘した研究である

が，宮道ほか（2013）や山本・長光（2019）は学校
歴や筆記試験で絞り込んだ学生群から，その中でもよ

り能力が高い少数の求職者を，基準を柔軟に運用しな

がら面接で選抜（「積極的な選抜」）していることを明

らかにした。また，土居（2016）は，中小企業では基
礎学力は重視するものの，面接では個別具体的な業務

や職場を想起しながら経験的・主観的な選抜をしてい

る可能性が示唆されている。また，山本・長光（2019）
は，選抜性が低い業種においては企業規模に関わら

ず，採用予定人数を満たすために，選抜度を相対的に

緩やかにしていることを明らかにしている。つまり，

選抜基準は時にして緩やかになり，対外的に「望まし

い人材像」としていない学生でも採用の対象になりう

ることがある９）。

このように，学校歴はあくまで選抜に参加する前提

であり，企業（面接担当者）はその前提をクリアした

集団の中から，よりよいと感じられる学生を選抜して

いる。その選抜も，様々な選抜方法を用いており，基

準はその場の状況に応じて変化する。つまり，選抜基

準には面接担当者の主観が大きく入り込んでいる可能
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性がある。先述した葛藤理論のように，選抜する側が

自身の属する階層の文化に適合的な学生を採用してい

る可能性も否定できない。例えばアメリカで行われた

研究では，学生の出身階層特有の文化が，社風・職

種特有の雰囲気と適合的かどうかで採用を決定して

いるケースがあることが明らかになっている（Rivera, 
L.A. 2012）。もちろん，日本では文化資本は家庭で相
続されるのではなく，学校教育を通じて獲得するもの

であるとする考え方（キャッチアップ文化資本）（大前 
2002）があるものの，同じ文化資本を身につけている
であろう類似した学歴・学校歴の集団において，選ば

れる者とそうでない者を分かつものとして出身階層に

おける文化が機能している可能性は十分検討に値する

だろう。

同様に，本田（2005b）が指摘するように，出身家
庭の社会経済的地位や親子間の相互作用を含む家庭環

境が強く影響を与える「ポスト近代型能力」が重視さ

れる選抜が行われるのであれば，「近代型能力」によ

る選抜以上に社会的な背景が就職活動に影響を及ぼす

可能性が指摘できるだろう。「ポスト近代型能力」と

いう議論をそのまま受け入れるとするならば，明確な

基準が定まらない「発掘型選抜」「積極的な選抜」の場

でどのような属性を持った学生が勝ち抜くのかを検討

する必要があるといえる。

Ｃ．労働市場・就職活動に対する学生の社会化研究

前節では企業による選抜基準やプロセスに着目した

研究を概観してきた。もちろん選ばれる側である学生

も，企業が実体的に定める採用基準を超えられるよう

に努力をし，また自身の希望が叶わない場合には，別

の企業・業界を受け直すことで最終的に内定を獲得で

きるよう努力をする。学生は，労働市場の中で自身が

置かれた状況を参照し，期待値を調整しながら初職の

獲得に向けた活動をすることになる。本稿ではこのプ

ロセスを就職活動における学生の社会化と捉え，この

プロセスを対象にした研究群を⑴学生による採用基準

へのすり合わせと⑵アスピレーション研究に分けて整

理する。

⑴について，小山（2008）は「採用基準の拡張」が
現れてしまう原因として，企業は学生の回答内容自体

から機械的に合否判定を行うことが困難になっている

ことを挙げている。なぜなら学生は事前に一通りの演

習が可能な筆記試験（二宮 2016）に加え，企業の求
める人材であるとPRするためのエントリーシートや
面接に対しても対策を重ねるからである。よって，企

業は学生側の対策を見破ってでも（小山 2008），「よ
り良い」人材を採用しようと努力することになり，学

生は，自身なりに了解した選抜基準に合わせた対策を

する。つまり，学生は選抜への準備行動を通じて企業

が求める人材像に自身をすり合わせる社会化のプロセ

スを経験する。

この社会化のプロセスを論じた研究として，妹尾

（2015）による「やりたいこと」研究と，牧野（2010）
による「自己分析」研究が挙げられる。妹尾（2015）は，
就職活動の過程で「やりたいこと」を明確化すること

が内定獲得数と強い相関を持つ一方，就職活動開始前

に「やりたいこと」を持っていたことは内定獲得数と

弱い相関を示すことから，「やりたいこと」を持つこ

とが就職活動・労働市場に適応する社会化のプロセス

のひとつである可能性を指摘した。また，牧野（2010）
は，就職活動中の学生は企業説明会などを通じて仕事

への理解を深め，「その企業においてなにがやりたい

のか」を自身で了解し，自己分析を通じて「本当の自

分」を「人事担当者に認められ，他者と差異化でき，

内定を獲得した自分」（牧野 2010: 163）へとすり合わ
せていることを指摘した。学生は個人と企業をすり合

わせる自己分析という作業を通じ，エントリーシート

の自己PRと志望動機に「主体性」や「参画意識」と
いうシグナルを溶け込ませて自身の優位性を企業に伝

えようとするのである（福井 2017）。
⑵に関しては，安田（1999）や佐藤ほか（2013）

による研究からマクロな移動の様子が，岩田（1981）
や中村（1995），牧野（2010）からはミクロな個人の
意識が窺える。安田（1999）は学生の志望業種に着
目し，学生の70%以上が当初の志望業種と異なる業種
に就職し，その志望変更のおよそ３分の２が企業側の

採用数の制限によって発生していることを明らかにし

た。佐藤ほか（2013）も同様に，半数以上の学生が
第一志望の業界に就職できず，就職できなかった学生

の多くは求人倍率が高い業界へと流れることが分かっ

た。

このような志望先の変更は，自らの学校歴（「能力

アイデンティティ」）による自己選抜をした学生の「分

相応」だと感じる企業への応募（岩田 1981）を扱っ
た研究や，中村（1995）による就職活動中の学生のア
スピレーションの冷却を扱った研究によって説明され

る。 また，牧野（2010）は自己分析が就職活動中に
何度も繰り返されるべきだとされる「再帰的プロジェ

クト」であるとし，自己分析が別の獲得可能な選択肢

へと学生の希望を調整する機能を担うことを指摘し
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た。

しかし，これらの研究はいずれも質問紙による調査

や，就職活動についてのマニュアル本を用いた分析に

とどまっている。アスピレーションの冷却が企業と学

生の相互行為の中で立ち現れていると考えるならば，

そのプロセスを記述する経時的な参与観察による研究

が求められるであろう。

Ｄ．小括

本章では，現在の選抜基準・手法を対象とした研究

について「望ましい人材像」に代表される採用基準や

選抜手法に関連する議論と，学生の労働市場への社会

化に関する議論に分けて整理を行った。

採用基準・手法に関連する議論に関しては⑴大企業

や経済団体のエグゼクティブから発せられる「望まし

い人材像」研究，⑵採用担当者が対外的に表明する「望

ましい人材像」研究，⑶実際の選考基準研究という３

つの異なった水準の議論として捉えられる可能性を指

摘した。今後の研究の方向性としては，実際の採用基

準をより詳細に検討する研究や，出身階層が就職活動

の結果に与える影響の検討を行う研究が考えられる。

また，学生の労働市場への社会化についての議論に

関しては，⑴学生による採用基準へのすり合わせと⑵

アスピレーション研究の２点から整理した。今後の研

究の課題として，就職活動における社会化のプロセス

を記述する経時的な参与観察が求められるであろう。

４．これからの就職活動研究にできること

本稿では就職活動研究を，選抜・社会移動に関する

理論に基づく研究（第２章）と，具体的な選抜基準や

手法に着目した研究（第３章）に分類した。

選抜理論や社会階層・移動の理論に基づく研究に着

目した第２章では，これまでの研究では就職活動の選

抜規範や，初職の達成に対する学歴・学校歴の効果の

説明はなされてきたものの，出身階層が初職達成に与

える影響の検討が十分になされていないことを指摘し

た。一部の先行研究からは，出身階層などの社会的背

景が就職活動の結果に何かしらの影響を与えている可

能性が示唆されていることからも，今後の研究課題と

して，そしてこの社会的背景が初職達成に直接効果を

持つのかどうかについて，分析に用いる変数の検討や

精緻化が求められるとした。

また，具体的な選抜基準や手法に着目した第３章の

3-A・3-Bでは，これまでの「望ましい人材像」に関

する研究が，語られるものとしての「望ましい人材像」

研究と，実際の採用基準研究の２水準に分けられるこ

とを指摘した。今後の課題として，語られるものとし

ての「望ましい人材像」研究については社会構造・労

働市場の変化を見出す研究に発展する可能性を，実際

の採用基準研究に関しては，学生の出身階層が合否

に与える影響についての研究の発展可能性を論じた。

3-Cでは，学生が就職活動や労働市場に社会化されて
いくプロセスの研究について整理した。

第２・３章で整理したこれまでの研究には共通し

て，学生の社会的背景，特に出身階層の視点が不足し

ていると考えられる。日本の就職活動研究が，社会的

出生説を前提とした学歴・学校歴と初職との対応を重

視する研究からはじまったこと，日本型雇用慣行がシ

グナリング理論に適合的だったことから，結果として

その後も出身階層を含む社会的背景に着目した研究が

なされにくかった可能性が指摘できる。

しかし，本稿は，先行研究においても出身階層が採

用プロセスや採用基準を通じて就職活動の結果に影響

を与えている可能性が示唆されていることを明らか

にした。竹内（1989a; 1989b）が，学歴研究者による 
〈銘柄大学－大企業〉の対応研究を，選抜・配分装置

とみなす教育システム還元論への固執であると論じた

ように，就職活動は教育とは独立した不平等の再生産

の装置であると考えられるのではないだろうか。ただ

し，この議論には実際の選抜プロセスや用いられてい

る選抜基準を明らかにする調査・分析が欠かせないだ

ろう。そこで具体的な今後の課題を，データの拡充と

分析の精緻化の点から論じる。

まず，データの拡充について，今回提示した今後の

研究課題に対しては，ａ）企業側の視点を含むデータ，

ｂ）社会的背景を表す変数を含み，個人の初職の達成

までの情報を縦断的に収集したデータの２種類が求め

られる。

ａ）企業側の視点を含むデータはこれまで収集が困

難であるとされ（竹内 1989a; 1989b），企業の視点に
立った実際の選抜基準を明らかにした研究は，大手企

業に対し，複数の大学ランクの学生を装ってプレエン

トリーをし，その結果をまとめた齋藤（2007）などに
限られてきた。

しかし，これまで国内の社会学であまり取り入れ

られてこなかった方法で，データの取得が可能にな

る可能性がある。例えば2-B で取り上げたRivera and 
Tilcsik（2016）で用いられたaudit studyは，外部から
選抜基準を明らかにできる調査のデザインのひとつ
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である。audit studyとはフィールド実験の一種であ
り，対象としたい特徴・特性を書類や被面接者にラン

ダムに割り当て，書類選考や実際の面接に申し込ま

せて結果を分析する，実験研究に分類される調査で

ある（Gaddis 2018）。audit studyは就職活動に留まら
ず，信用審査などの際に起こる差別を明らかにするた

めに，主に社会学・経済学などの研究者によって用い

られてきた。このデザインを用いることで，出身階層

（Rivera and Tilcsik 2016）や性別（A.Booth and A.Leigha 
2010），人種（M.Bertrand and S.Mullainathan 2004）等
に起因する現実の社会における人々の差別的な判断や

行動を描き出すことが可能となる。audit studyによる
調査は，実際の採用基準や，出身階層が初職達成にも

たらす影響を描き出せると考えられる。

またｂ）に関して，SSMのような回顧的調査によ
る分析10）に加え，近年では厚生労働省・文部科学省

による「21世紀出生児縦断調査」のようなパネルデー
タの利用が期待できる。「21世紀出生児縦断調査」に
関しては，対象者の出生時から高校３年生（18歳）相
当までの調査結果が蓄積されており（2019年現在），
今後も調査が行われるのであれば期待する分析が可能

になるだろう。

分析の精緻化に関しては，例えば3-Cで述べたBour-
dieuの理論の視点から社会階層の多次元性をできるだ
け再現しようと試みた古田（2018）のように，出身家
庭の資本構造をより詳細に表した変数を用いた分析が

できるであろう。

繰り返しになるが，日本における就職活動研究は，

学歴研究者による〈銘柄大学－大企業〉の対応研究か

らはじまり，その時点での社会的な問題（就職できな

い大学生，OB訪問，「望ましい人材像」など）に焦点
をあてる研究が繰り返されてきた。しかし，これらの

研究群には前提となる労働市場の構造や状況に振り回

されるあまり，社会学における既存の理論との対応が

弱いものも多く見受けられてきた。今後は，既存の理

論に基づいた研究――本稿が示唆するところでは，社

会的不平等の再生産にまつわる理論――との接合を意

識し，理論の発展に資するような研究が望まれるであ

ろう。

注

１）卒業者全体に対する就職者の割合。就職希望者に対する就職決

定者の割合（いわゆる「内定率」）とは異なる。

２）本稿における「就職活動」は，主に民間企業への就職活動を指す。

３）この分類は苅谷編（1995）による。

４）これらの複数分野を包括したレビューとしては矢野（1993），

小方（1995; 2011），吉本（1996），平沢（2005; 2010）などがある。
５）例えば，大企業や経済団体のエグゼクティブによる，学生への

専門性を求めるような大学教育改革への提言と，採用担当者によ

る専門性軽視・基礎能力重視という発言（上西 2012）のズレは
まさにその代表例であろう。

６）学歴・学校歴の重視に対抗するような語りの代表例として挙げ

られる，ソニーの創業者である盛田昭夫（1966）による『学歴無

用論』には，〈能力不安〉とも読み取れる文章が見受けられる（p.80
など）。

７）もちろんこの２つの水準のあいだには明確な線引きはできな

い。なぜなら，人材戦略は企業の経営戦略のひとつである以上，

企業のトップの意向と採用現場の担当者による採用活動の方向性

は，ある程度は一致していると考えられるからである。

８）その後の語りとして，経済産業省（2006）による「社会人基礎力」

自体やその成り立ちは重要な分析対象になるであろう。

９）ここからも，実際の選抜基準は企業の採用担当者らによって語

られる「望ましい人材像」と異なっている可能性が指摘できる。

先述したように，実際の採用現場における選抜のロジックを説明

する選抜基準研究と，さまざまなステークホルダによって語られ

る「望ましい人材像」研究は，異なる文脈に置かれた研究として

捉えるべきであろう。

10）平沢（2010）は東大社研・若年壮年パネル調査を用いているも

のの，子どもの頃の出身家庭の社会経済的地位に関しては15歳時

の暮らし向きとして回顧的な設問でたずねている。
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