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初めに：問題意識
１．1990年代に高卒者が減少するなかで、大学・
専門学校への進学率が上昇した。高卒就職者は大
幅に減少し、同時に無業者が増加した。一方大卒
者は増加したが、大卒就職者はむしろ減少し、無
業者が顕著に増加した。
２．「労働白書」（2000年版）は、若年フリーター
の増加を指摘し、その原因として労働市場状況の
悪化に加えて、若年者の職業意識の変化が大きい
という。学校卒業段階で増加している無業者は、
早期離職者とともにフリーターの供給源になって
いるとみられる。
３．これまで日本の若年失業が深刻な問題になら
なかったのは、学校から職場への移行が学校の直
接行う職業紹介によって円滑に進んでいたからで
あった。しかし、企業の雇用需要・雇用慣行や若
年者の意識に変化があれば、これまでの進路指導
や職業教育を見なおす必要がある。
４．学卒者に対する求人の減少は、当面の経済状
況の悪化を反映しているが、高卒求人の減少につ
いては、製造業の海外移転が進んでいることや、
大学等への進学率の上昇から、企業が高卒就職者
の能力を低く評価していることにもよる。一方大
卒者の増加から、企業は大卒就職者、特に文科系
学生の学力について多くを期待していないかの印

象を与えるが、実際は高い資質、基礎的な学力、一
般的な教養を求めている。学卒者の能力評価に
は、大規模企業と小規模企業とで違いがある。
５．これまで若年層の職業教育は、学校における
基礎教育をもとに、企業内教育中心に行われてき
た。上にみたさまざまな状況変化は、企業におけ
る初期職業教育の対象となる若年者の割合を低下
させ、長期的に国民の職業能力の低下を招くおそ
れがある。

第1章：学校における職業指導と学卒者雇用
１．高校における進路指導・職業紹介
　学校は職業安定法によって、公共職業安定所と
の協力のもとに、求人の受理、求職申し込みの受
理、求職者の求人者への紹介、職業指導、公共職
業能力開発施設への入所斡旋を行うことができ
る。これまで高校における職業紹介については次
のような慣行があったといわれる（注1）。①企業
と高校との間には「一人一社」の原則が貫徹して
いて、生徒は最初に推薦された企業の採用試験に
不合格になって初めて次の企業に応募することが
できる。②企業は特定の高校にのみ求人票を送付
することによって、当該校の生徒にだけ応募の機
会を提供することができる（指定校制度）。③高
校は、卒業時までに就職希望者全員について就職
内定を得ることを暗黙の教育的配慮として、就職
指導全般の活動を支えている。
　近年になって次のような動きもみられるように
なった。高卒就職希望者が数の上で減り、また質
的にも変化してきていることから、企業によって
は能力主義的な採用方針を強めたり、高卒者から
他の学卒者に採用を切り替えたりしている。この
ため、企業のニーズに合う生徒の斡旋に一層努力
する学校がある一方で、また逆に生徒の意思決定
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に対する介入を控える学校もあるといったよう
に、学校による取組みに違いがみられるように
なってきている。
　「一人一社」の原則のもとでは、生徒の希望や
適性は考慮されるとはいえ、最も重要な推薦基準
は成績であり、合わせて出欠状況や校則を守る生
徒であるかどうかといった生活態度が重視され
る。企業との信頼関係が大事だということで、質
のよい求人には質の高い生徒を推薦することが内
定を得るための必要条件だと考えられている。学
校としては、採用選考で不合格にならないように
優良企業の求人にはそれに相応しい生徒を推薦す
る。生徒自身も自己評価によって希望企業を絞り
込むことになり、また生徒間でおのずと調整も行
われるという。このように「一人一社」主義は、学
校が生徒の職業選択、企業選択の過程を管理する
枠組みになっている。一方、企業にとっては生徒
のスクリーニングの機能を果たしていて、きわめ
て効率的なシステムである。しかしこのようなや
り方に対する批判もある。一つは学校の判断と企
業の判断が必ずしも一致しないことである。生徒
の成績や出欠状況よりも面接を重視する企業もあ
る。学校側にも、生徒の日常生活をコントロール
することになっているという反省がある。生徒の
間にもこのようなコントロールに対する反撥があ
り、学校の職業指導を拒否することで、就職しな
いとかフリーターになる、あるいは進学へ切りか
えるといった動きがでてきている。
　職業指導では、適職指導という考えもあった
が、定着が重んじられた（注２）。いわゆる終身
雇用を前提に職業指導が行われていたからだとい
えるが、高卒者で終身雇用の企業に就職する者の
割合は高くなかった（注3）。しかもこのような卒
業生の労働条件や仕事の内容についての満足度は
高くない。初職就職後に転職した者、非正規雇用
を経験した者あるいは学校卒業後自ら職を探した
者のほうが、学校斡旋で初職就職し、定着してい
る者より多いことを考えれば、卒業時の斡旋に重
点を置いた指導では不十分だと考えられている
（注4）。
　進路指導については、進路説明会や心理検査は
各学校で共通に行われているが、学校による差が
大きい。職業講話や企業見学を実施している学校
もある。進路指導部は、進路指導主事を中心に各

学年、各学科の教師が加わって構成される学校が
多いが、就職指導の担当は仕事の負担が大きいこ
とで積極的に評価されない（注5）。
　高校における進路指導体制は整えられていると
はいえ、担当者の研修、卒業者の追指導あるいは
進路指導の評価などの計画は、それほど多くの学
校で作成されていないし、実施率も高くない。学
校における進路指導についての自己評価では、
「教員は進路指導に関する指導技術を習得してい
る」「進路指導に当たって社会人等の参画・協力
を得ている」「進路指導のための時間は確保され
ている」といった事項は評価が低い（注6）。
　高卒者は進路選択の際に役立った事柄として、
「進路選択に関する資料」「教師との相談」「両親・
友達・先輩との相談」をほぼ等しくあげる。これ
は進学者と就職者で大きな差はない。大学等への
進学者も就職者もともに、在学中に職業生活や職
業の内容についてもっと知るべきだったと回答
し、進路相談の充実や職業生活に役立つ実際的な
科目の充実を求めている（注7）。
２．大卒者等の就職経路
　大学、短大、高専、職業能力開発大学校・短期
大学校、専門学校等いずれも職業安定法により厚
生労働大臣に届け出て無料の職業紹介を実施して
いる。しかし高校と違って、大学等では自由応募
の形式がとられる。90年代の終りからは、イン
ターネットを利用したオープンエントリー方式を
とる企業も増えている。これは初めのうちは、学
生のコンピュータの処理能力を試す意味もあった
が、既にそのような時代は過ぎた。それでも各大
学・学校は過去から積み上げた企業とのつながり
があるから、それを通じて、また新たに新規の求
人企業を開拓することで、大学として求人を確保
する努力をしている。いまや私立の大学・学校に
とって就職率を高めることは学生募集上も欠かせ
ない必要条件である。
　大卒者の就職経路は男女別、学部別にみて異な
る。また国立か公立か私立かでも異なる（注8）。
全体として企業ガイドブックと大学就職部の求
人による経路が多いが、工学系ではなお研究室・
教授推薦のウエイトが高い。80年代から90年代
にかけて企業ガイドブックや求人情報誌の利用割
合が高くなり、これをもとに自由応募比率が上
がっている。社会科学系では、企業ガイドブック
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に次ぐものとして、国立ではOBの役割が大きく、
私立では就職部の求人と縁故が多いが、縁故はだ
んだん少なくなって、市場はオープン化してきて
いる。工学系は国立と私立の違いは小さく、近
年、国立では研究室・教授の推薦が減り、私立で
は就職部の求人が減って、いずれも媒体情報によ
る自由応募が急激に増えている。
　このように大学生の就職経路はさまざまである
が、自由応募による就職先の産業や企業規模は広
がりをみせている。産業や企業規模によっては、
なお研究室・教授推薦やOBの誘いも少なくない
が、このような就職経路は大学の入学難易度や就
職有利度、あるいは後の離職率とも関係する。研
究室・教授推薦やOBの誘いは入学難易度や就職
有利度が高い大学で多く、自由応募はそうでない
大学で多い。教授と企業とのつながりは、理科系
学生については伝統的な経路であった。求人難の
時代には、企業が必要な学卒者を大学に依頼す
る。その間にOBが介在することも少なくなかっ
た。文科系学生についても、バブル期にOBが大
学の門前に立って、卒業予定者を勧誘したことは
よく知られている（注9）。
　高専や職業能力開発大学校・短期大学校は生徒
の数が少ないから、卒業生の就職はそれだけ有利
だといえる。いずれも教授と企業とのつながりが
活かされ、希望者をほぼ100％就職斡旋すること
ができるとしている。高専卒業生はほとんどが1
社目ないし2 社目の応募先で就職が決まる（注
10）。決定率は非常に高い。応募に際して高専から
の推薦を得た場合は1社目で決定する割合が高く、
学校の推薦が就職に効果を発揮している。最終的
に就職が決定した就職先への応募の経緯は、多い
順に高専にきた求人、高専の教授の薦め、企業ガ
イドブックや会社案内、先輩の誘い、家族・知人
の紹介となっている。高校や大学の理工系と同じ
ように学校の関与する度合いが高い。土木・建築
学科では公務員試験への応募率が比較的高い。最
終的に就職を決めた就職先への応募に当たって就
職者全体の80％弱が高専の推薦を得ている。成績
上位者ほどその比率は高い。
　職業能力開発大学校・短期大学校の就職経路も
これに近い。教授と企業とのつながりがあり、教
授１人当たりの生徒数が少ないから教授推薦で決
まる場合が多い。現在でも就職希望者のほぼ全員

が就職している（注11）。
　専門学校の報告によれば、専門学校卒業生の就
職率は比較的高い。ただ就職先企業は大卒とはか
なり異なるとみなければならない。医療関係学科
については、大学付属病院に付設される学校の場
合、卒業生の職業紹介の労はほとんど必要としな
い。全体として就職ルートは学校経由が多い。男
女ともに60％前後が学校の斡旋で就職する。そ
の割合は、特に衛生関係学科で高く、医療関係学
科と教育・社会福祉関係学科で低い。ここでは友
人・知人の紹介や家族の紹介といった縁故による
割合が比較的高い。就職情報誌や求人誌による割
合は全体でみて男女ともに10％程度にとどまる
（注12）。
　このように学卒者の就職は、大学を別として、
学校と企業が直接連携することでこれまではきわ
めて順調に進んできた。このことは卒業生の就職
に大学・学校が直接関与しない欧米諸国とは異
なって、若年失業の発生を抑制する効果があり、
国際的に高く評価されてきた（注13）。ドイツの
ようなデュアルシステムをとる国の若年失業率も
低位にあって高い評価を得ている。これは日本と
は異なるが、訓練生と企業とのつながりから就職
が円滑に進みやすい面があり、またこれとは別に
大学生も含めて幅広く企業実習が課されていて、
学生や生徒と産業界とのつながりができるからだ
と考えられている。そのほかの国では学校から職
場への移行が難しく、80年代から引続き若年失
業率が高くなっている。これまで日本は、若年者
雇用に関していわば優等生であったが、90年代
に入ってから問題がでてきた。次のような状況変
化が生じている。
３．学卒失業者・離職者の増加
（１）若年失業者の増加
　90年代を通じて若年の失業者が増え、失業率
が上昇した。若年失業率の上昇については、非自
発的な離職による分は比較的小さく、学卒未就職
失業者と自発的な離職失業者の増加による分が大
きい（表1-１、２）。
　学卒未就職失業者の増加については後にみるよ
うに、各学歴で卒業時に無業者が増加しているこ
とで予想できることであった。自発的離職者につ
いては、これまでは労働力需給との関係で大方は
説明でき、また趨勢的に増加してきていると考え
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られてきた。しかし90年代末には市場の状況から
離れ、また過去の趨勢以上に増加していて、「労働
白書」（2000年版）はその理由をフリーターの増
加によるとしている。
（２）学卒就職者離職率の上昇
　学卒就職者の離職率が高くなっている。中卒者
や高卒者だけでなく、大卒者でも高くなっている
（表1-3）。離職率は学歴ごとに、雇用形態ごとに、
また産業や企業の規模ごとに違いが大きい。雇用
形態が多様化し、また大企業の求人減から大規模
事業所への就職者が減ったから、その分離職率は
高くなる（注14）。高度成長期にも学卒者の離職
率は高かった。このため、学卒者の定着指導が職
業安定機関にとって大きな課題だった（注15）。
しかし労働力不足だったから若年者の失業は問題
にならなかったし、70年代から80年代にかけて
離職率はむしろ低下した。離職率は90 年代に
入ってから再び上昇している。

　高卒者については、離職経験者の割合は普通科
卒のほうが工業科卒よりも高いが、離職率は工業
科卒でも上昇している。比較的規模の大きい企業
へ就職した工業科卒の離職率が上昇しているから
である（注16）。大卒者の増加から大卒者の資質
も多様化し、離職率が高くなる可能性がある。離
職率は入学の難易度や就職有利度の低い大学、理
科系よりも文科系学部の卒業者、また自由応募に
よる就職者で高い（注17）。
（３）若年者の職業意識
　このような変化の原因として、「労働白書」
（2000年版）は労働市場要因のほかに若年者の職
業意識の変化をあげている。若年者の意識や行動
にどのような変化があったのだろうか。
　「初めての会社」を選ぶ際に、学卒者が最も重
視する条件は、中卒から大学・大学院卒までほと
んど変わらない。最も重視されるのは、「仕事の
内容・職種」であり、次いで「自分の技能･能力

年 年齢計 15-19 歳 20-24 歳 25-29歳
1993 　2.5    7.1    4.7    3.4
1998 　4.1   10.6    7.1    5.6
1999 　4.7   12.5    8.4    6.2
2000 　4.7   12.1    8.6    6.2

           15-24 歳            25-34歳　年
計 非自発 自発 学卒未就職 計 非自発 自発 学卒未就職

1993 46    5  20      7 37    8  19     0
1998 64    8  25     15 71   16  35     2
1999 72   10  27     17 82   20  38     2
2000 70    8  24     18 84   19  39     2

　　　　　　　　　　　（資料）総務省「労働力調査」

表１－２求職理由別若年失業者（単位：万人）

　　　（資料）総務省「労働力調査」

表１－１年齢別完全失業率（単位：％）

　　

        高卒 　　　　短大卒 　　　　大卒卒業年
　計 男子 女子 　計 男子 女子 　計 男子 女子

1993 40.3 36.7 43.7 33.7 31.6 34.6 24.3 19.2 37.2
1994 43.2 39.3 47.3 37.5 34.3 38.8 27.9 22.4 42.0
1995 46.6 42.3 51.5 41.1 37.4 42.8 32.0 26.4 45.7
1996 48.1 43.5 53.3 41.2 37.7 42.7 33.6 27.8 46.7
1997 47.5 42.3 53.1 39.7 36.9 40.9 32.5 26.8 44.4

表１－３学卒就職者の3年後の離職率（累積、単位：％）

　　　（資料）厚生労働省「新規学校卒業者の就職離職状況調査」
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が活かせる」である（中卒者と高卒者では「通勤
に便利」がこれを少し上回る）。「会社の将来性が
ある」「会社の規模･知名度」は、少なくとも表向
きにはそれほど重視されなくなり、この10年間
に著しくウエイトが落ちた（表1-4）。一方、学校
における進路指導は成績中心主義で、さきにみた
ように「よい企業」に「よい生徒」を推薦する方
針がとられてきた。高卒就職者の間では、校内選
考の基準として、特に重視されるのは「学業成
績」「生活態度」「本人の意見」であり、「興味や
適性」はある程度考慮されるとみる者が多い。
「進路決定に際して、自分の希望よりも成績の方
が重視される」と不安や悩みを示す在校生が、進
学希望者で40％、就職希望者で25％程度いる（注
18）。
　若年者（正規雇用）の転職についての意識は、
80年代と最近でどう変わっただろうか。設問が
異なるから直接比較できないが、最近の転職希望
の主な理由は「自分の技能・能力が活かせる会社」
「仕事が自分に合った会社」であることであり、
「会社の将来性」や「賃金・労働時間・休日の労
働条件」は、80年代ほどには重視されなくなって
いる。これは「初めての会社」を選択する際の重
視事項の変化とも一致する。それだけ将来性のあ

る企業への就職が期待できない、あるいはどのよ
うな企業でも安定性は低下したとみているのかも
しれないし、労働条件への期待が小さくなったの
は、労働市場の厳しさを反映しているとみてよい
だろう（注19）。もともと女子の方が男子よりも
会社へのこだわりが小さく、仕事の内容や労働条
件に敏感であった。男子の考えが女子の考えに近
づいていると解釈することもできるだろう。しか
し実際に若年者が「初めての会社」を離職した理
由をみると、85年当時と大きな違いはない（表1-
5、注20）。
　一般的に、高卒者の転職意識をみると、転職経
験のある者とない者では、前者のほうが転職をや
や肯定的にとらえている面はあるが、いずれも自
分の能力を活かす仕事や自分に合う仕事への転
職、労働条件が悪い場合の転職は肯定しても、多
少の不満は会社や職場の中で解決すべきだと考
え、若いうちはどんどん転職をしたほうがよいと
いった極端な考えには否定的である（注21）。
（４）非正規雇用者の増加
　90年代の労働市場変化の大きな特徴は、非正
規雇用者の増加である。新規学卒者でも非正規雇
用者として入職する者が著しく増えた（表1-6）。
学卒労働市場の悪化の結果であることは明かであ

　　　　1985 年 　　　1997 年　　　　重視事項
　　　85 年／97 年   男子  女子   男子 　女子
会社の規模・知名度  11.6  13.0   6.6  5.5
会社の将来性がある  24.8  10.4   5.7  3.1
職種／仕事の内容・職種  26.6  31.0  31.5 38.9
―／技能・能力が活かせる   -   -  17.0 12.9
賃金・労働時間・休日の労働条件  12.6  25.6  11.7 14.0

　　　1985 　　　1997　　　　　離職理由
男子 女子 男子 女子

仕事が自分に合わない 27.1 18.2 26.0 15.0
技能・能力が活かせなかった  -  -  5.4  6.1
会社に将来性がない 14.3  5.6  7.8  3.9
賃金・労働時間・休日・休暇の条件がよくない 22.4 19.0 22.7 14.8
人間関係がよくない  9.5 14.0 11.6 14.3
健康上・家庭の事情・結婚 11.7 28.4  7.4 22.4

表１－４「初めての会社」選択の重視事項（単位：％）

　　　　（資料）厚生労働省「若年者就業実態調査」

表１－５「初めての会社」を離職した主な理由（単位：％）

　　　（資料）厚生労働省「若年者就業実態調査」
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る。90年代に、高卒後直ちに就職せず、遅れて就
職した者のなかに非正規雇用者となった者が増
え、しかもそれは工業科や商業科の卒業者よりも
普通科の卒業者に多いことが明らかにされている
（注22）。専門学校卒業者にもパートタイムや契約
社員になった者が増えている。労働力調査によれ
ば、非正規雇用者はこの10年間に著しく増加し
た（表1-7）。
　「労働白書」（2000年版）は、このような非正規
雇用者の増加に関連して、いわゆるフリーターの
増加を取り上げている。白書は「就業構造基本調
査」（1997年）によって、15-34歳で、①就業者
についてはアルバイト又はパートタイム労働者
で、男性は継続就業年数が１－５年未満の者、女
性は未婚で仕事が主な者、②無業者については家
事も通学もせず、アルバイト又はパートタイム労
働を希望する者と定義して、その数を151万人と
している。またリクルートリサーチの調査によっ
て、次のように説明している。フリーターの多く
は、①正社員になる漠然とした将来の目標はある
が、そのための取組みをしていないタイプ、次い
で、②確固とした将来の目標を目指して日常の生
活収入を得るタイプ、③女性に多い家庭に入るこ
とを希望するタイプなどである。確固たる目標を
持っている者でも現在の仕事が将来の仕事に役立

つと思っている者は少ない。このようなフリー
ターや学卒無業者も多くはいずれ正社員になる
が、高卒後3年後に正社員である割合は、高卒直
後に正社員になった者に比べて明らかに低い。白
書は、フリーターを含め若年者の転職行動が技能
形成を妨げるのではないか、また転職回数が多い
者ほど賃金が低下するとしている。
（５）若年者離職率上昇の背景
　学卒者が自分の能力を活かす仕事であるとか、
自分に合う仕事について抱いている考えはよく検
討する必要があるとしても（注23）、学卒就職者
ないし若年者の離職率の上昇には次のような要因
が働いているだろう。１つは、全体として学卒者
に対する求人が減少しているなかで、良好な雇用
機会を見つけにくくなっていることである。自分
に合う仕事でない、自分の能力を活かすことがで
きないといったやや曖昧な表現の裏に、現実の厳
しい仕事や労働条件への適応問題が隠されていな
いだろうか（注24）。例えば労働時間の動向をみ
ても、事業所調査では平均的に短縮しているが、
世帯調査では、週労働時間49時間以上の労働者
は目立って減っていない。60時間を上回る労働
者は男女ともに企業規模を問わず増えている（注
25）。年次有給休暇の取得率も一向に改善してい
ない。若年者は賃金よりも労働時間や休日・休暇

　　　　男子 　　　　女子　年
19歳以下 20-24 歳 19歳以下 20-24 歳

1987  8.7 　1.5  9.8 　2.9
1992 10.1 　1.6 10.8 　2.6
1995 10.3 　1.2 18.5 　8.4
1999 28.8 　6.5 34.4  13.2

        男子         女子     区分
15-24 歳 25-34 歳 15-24 歳 24-35 歳

非農林業雇用者 227(284) 805(680) 239((296) 498(348)
うち正規の従業員 183(262) 741(641) 176(260) 336(246)
　パートタイム 　6(  1) 　6(  2)  23( 13)  91( 62)
　アルバイト  35( 16)  26( 11)  32( 16)  37( 20)
  嘱託・派遣等   8(  3)  24(  8)  16(  5)  56( 14)

表１－６新規学卒者でパートタイム労働者として入職した者の割合（単位：％）

　　　　　　　　　　　（資料）厚生労働省「雇用動向調査」、（注）建設業を除く調査産業計。

表１－７雇用形態別若年労働者（2000年2月、単位万人）

　　　　　　（資料）総務省「労働力調査特別調査」、（注）在学者を除く。括弧内は1990年2月。
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に敏感であり、特に女性でその傾向が強い。2つ
は、上にみたような若年者の意識を素直に解釈す
れば、学校における職業指導や職業教育が、長
期雇用につながるような「よい企業」の雇用需要
の減少や高卒者から大卒者へと学卒就職者の比重
が移った時代の変化に十分対応できていないこと
である。いまや少数派となった高卒就職者の多く
が十分な職業指導を受けないままで就職し、また
進学率の上昇に伴って多様化した大学等への進学
者も適切な職業指導を受けず、職業意識が低いま
まで就職するケースが少なくない。３つは、企業
がコスト意識の高まりからアルバイト、パートタ
イム労働者、派遣労働者を多用するようになって
いることである。例えばパートタイム労働者の離
職率は著しく高いし、このような雇用形態から正
規の雇用につながる保障もない。さらに、こうし
た就業機会が増加したことで、若年者の正規雇用
に就く努力や意欲が削がれることになっていない
だろうか。４つは、若年者の転職行動を一概に否
定的に解釈すべきではないとしても（注26）、適
職探索活動だとして、またフリーターを労働市場
流動化の一面だとして、肯定的にとらえる社会風
潮が広がっていることである（注27）。
　日本の職業教育は企業内教育が中心であるか
ら、フリーターないし非正規雇用者の増加は、早
期離職者の増加とあいまって、これまでに築かれ
た若年期の職業教育訓練の枠組みを壊すことにな
る。そして、多くの若年者が基礎的な職業教育を
受けていないことで、中年期以降の職業能力の再
開発に支障をきたすことにもなるだろう。

第2章：学卒者の進路変化と無業者の増加
１．各学校ごとにみた学卒者の進路
　各学校卒業者の進路は、90年代に次のように
変化した。
（１）中学校
　90年代に卒業生は大幅に減少した。高等学校
への進学率はさらに上昇し、いまや卒業生の97%
が高等学校へ進学する。専修学校（高等課程、一
般課程）への進学率は低下し、進学者も減少し
た。中卒就職者は漸減し(90年39,852人、2000年
13,047人)、就職率は1%に満たない。しかし、こ
こでも無業者は増加している（16,940人、29,101
人）。

（２）高等学校
　90年代を通じて卒業者が減少するなかで、大
学等への進学率が上昇した（表２－１）。就職者
は大幅に減少し、無業者（「左記以外」）が増加し
た。大学等への進学状況は次のようである。①大
学進学者の増加。入学者を学部別にみると、人文
科学と社会科学で増加が著しい。理学と工学の増
加は比較的少ない。特に工学は90年代末に若干
減少している（卒業者はなお増加）。大学進学者
の増加は特に女子で著しい（注１）。②短大進学
者の減少。これは女子普通科卒の大学への進路変
更による。
　専修学校等への進学者の動きは次のようであ
る。①専門過程（専門学校）進学者の増加と減少。
90年代を通じて増え続けたのは医療、衛生（主と
して美容）、社会福祉関係学科で、工業、商業実
務関係学科では初期に増加したが、その後減少し
た。工業、商業実務関係学科への進学者の減少
は、大学進学者の増加と関連する。90年代半ば以
降も大学進学率はあらゆる学科で上昇したが、専
門学校への進学率は工業、商業科では上昇してい
るが、普通科ではむしろ低下している（注２）。②
専修学校一般過程、各種学校への進学者は大きく
減少した。大学に入りやすくなったことで予備校
生（男子）が減少したことによる。
　就職者は、男女ともにあらゆる学科で大きく減
少した。90年代を通じて高卒者に対する企業の
求人は大幅に減少し、特に大規模事業所の減少が
大幅であった。2000年の卒業者から進学者を除
いた要就職者は37万人、このうち就職者は24万
人で、無業者が13万人（無業率10％）となって
92年比５万人弱増加した。無業率は女子の職業
科卒（看護科を除く）で高いが、数では男女とも
に普通科卒が70%を上回る。増加は男子で1万人
強、女子で3万人強で女子で著しい。
（３）高等専門学校
　学生数は限られているが、進学率が著しく上昇
し（90年12.4％、2000年33.6％）、就職率は大き
く低下した（85.8％、59.7％）。無業者は増加し
たが（130人、664人）、多くない。
（4）専門学校
　入学者の動きに伴って、卒業者は医療、衛生
（増加は美容）、教育・社会福祉（増加は社会福祉）
関係学科で一貫して増加し、工業（情報処理、土
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木建築で大きく減少、自動車整備は増加）、商業実
務、服飾・家政関係学科では減少した。特に工業、
商業実務関係学科の減少が著しい。就職者も医
療、衛生、教育・社会福祉関係学科で増加し、工
業、商業実務関係学科で大きく減少した。就職率
は全体として低下したが（89年88.0％、99年
78.2）、低下幅は前者のグループでは比較的小さ
く、後者のグループで大きい。卒業者から就職者
を除いた無業者は89年の3万人弱（無業率12.0
％）から99年には5万8千人（21.8％）とほぼ倍
増した。特に工業関係学科で増加が大きい。無業
率は男子で高く（24.5%、女子は19.6%）、工業関
係学科で22.3%、商業実務関係学科で25.5%であ
る。服飾・家政、文化・教養関係学科は男女とも
に高く、40－60％に及ぶ。
（5）短期大学
　卒業生は減少している。進学率が上昇し、求人
の大幅な減少もあって、就職者は大きく減少し
た。一時的な仕事に就いた者と無業者の増加が著

しい(表２-２)。
（６）大学
　卒業者は男女ともに増加した。なかでも女性の
増加が著しく、あらゆる学部で増加した。特に人
文科学、社会科学で大きく増加した。卒業者の増
加にもかかわらず、就職者は男子で減少し、女子
で卒業者の増加に及ばなかった。理学、工学では
大学院進学者が増加している。2000年の要就職
者は47万５千人であったが、就職者は30万人で、
一時的な仕事に就いた者と無業者が14万４千人
（26.7%）と大幅に増加した（表２-３）。無業者
は、男子では特に社会科学で多く、次いで工学、
人文科学で多い。女子は人文科学、社会科学、教
育の順で多い。無業率は男女ともに人文科学と教
育で30%前後と高く、社会科学で24%である。
（７）求人減少の進学率と無業率への影響
　以上のように、学卒者に対する求人の減少に
伴って求人倍率は大きく低下し、各学歴層の進学
率と無業率を引き上げる結果になった（表２－4）。

表２－１高等学校卒業者の進路
年 卒業者 大学 等 進

学者
専修 学 校
専門 過 程
進学者

専修 学 校
一般 過 程
等進学者

就職者 左記 以 外
の者

死 亡 ・ 不
詳の者

1992 1,807,175
(100.0)

591,520
(32.7)

296,249
(16.4)

249,003
(13.8)

584,479
(32.3)

85,100
(4.7)

 824

2000 1,328,902
(100.0)

599,747
(45.1)

228,672
(17.2)

125,704
(9.5)

241,703
(18.2)

132,456
(10.0)

 620

  年 卒業者 進学者 就職者 一時的な仕事
に就いた者

左記以外
の者

死亡・不
詳の者

1992 226,432
(100.0)

9,432
 (4.2)

193,886
(85.6)

 2,442
 (1.1)

16,730
(7.4)

3,942

2000 177,909
(100.0)

16,807
 (9.4)

 99,641
(56.0)

16,217
 (9.1)

41,706
(23.4)

3,540

年 卒業者 進学者 就職者 臨床 研
修医

一時的な仕事
に就いた者

左記以外
の者

死亡・不
詳の者

1992 437,878
(100.0)

33,381
(7.6)

350,043
(79.9)

7,029   3,941
  (0.9)

25,107
(5.7)

18,377

2000 538,683
(100.0)

57.663
(10.7)

300,687
(55.8)

5,929  22,633
  (4.2)

121,083
(22.5)

30,688

（資料）文部科学省「学校基本調査」

表２－２短期大学卒業者の進路

　　　　（資料）文部科学省「学校基本調査」

表２－３大学卒業者の進路

　　（資料）文部科学省「学校基本調査」
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高卒者については大学・短大及び専門学校への進
学率の上昇と無業率の上昇、短大卒者については
大学学部への進学率と無業率、とりわけ後者の上
昇、大卒者については無業率の上昇をもたらした
（注3）。
２．学卒者の職業分野
（１）高卒者の職業
　90年代に学卒就職者の学歴構成は大きく変化
した。高卒者の割合が低下し、専門学校卒と大卒
就職者の割合が上昇した。高卒者について産業別
に就職者をみると、男子では製造業と建設業で
60％弱を占める。次いでサービス業と卸売小売業
で30％弱を占める（2000年）。これは職業別では
生産工程・労務作業者が60％弱、サービス職と販
売職が20％強を占めるのと対応している。専門・
技術職、事務職は合わせても10％に満たない（表
２－7）。女子ではサービス業と卸売・小売業が60
％強、製造業が30％弱で、職業別ではサービス職
と販売職が45％、生産工程・労務作業者が22％、
事務職が25％を占める（表２－8）。このことは
就職者のうち男女ともに普通科卒業者が相当の割
合（それぞれ34％、44％）を占めるから、ほとん
ど職業教育を受けていない生徒が、男子の場合は
生産工程・労務作業者として、女子の場合はサー
ビス職や販売職として多く就職することを意味す
る。
　しかも高卒者の就職分野は、男女ともに学科ご

との違いが小さくなっている（表２-5）。90年代
を通じて、普通科卒は男女ともに事務職と販売職
の割合が小さくなり、生産工程・労務作業者と
サービス職の割合が大きくなっている。工業科卒
はもともと生産工程・労務作業者が多いが、専門･
技術職が少なくなった。商業科卒は女子の販売職
の割合が大きくなったのを除き、普通科卒と同じ
動きになっている。家庭科卒も大方は普通科卒に
近い。このように、専攻学科と職業との関係は希
薄になりつつある。
（２）大卒者の職業
　大卒者の職業別就職分野も変化が進んでいる。
人文科学と教育では男女ともに教員になる者が
減ったため、専門・技術職への就職者が減った。
社会科学は男女ともに事務職が減り、販売職と
サービス職が増えている。工学の卒業生の職業は
広がりをみせている（表２-6）。
（３）学歴別学卒者の職業
　新規学卒者が就職した職業分野を学歴別に比較
すると、明らかに違いがある（表２－7、8）。違
いは高学歴化が進むにつれて鮮明になっている。
高卒者の職業は、男女ともに生産工程・労務作業
者とサービス職にかたよる動きがみられる。求人
に学歴別の違いがあって、結果として学歴別に卒
業者の職業がかたよることになる。90年代の高
卒者に対する求人の減少はきわめて大幅であった
が、産業別では卸売業と製造業で大きく減少し

区分 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
高卒 2.6 3.1 3.3 3.1 2.5 1.9 1.8 1.8 1.9 1.6 1.4
短大卒 1.3 1.4 1.2 0.9 0.7 0.6 0.4 0.6 0.9 0.4 0.4
大卒 2.8 2.9 2.4 1.9 1.6 1.2 1.1 1.4 1.7 1.2 1.0

　　　　　　　男子 　　　　　　　女子職業区分
普通科 工業科 商業科 普通科 商業科 家庭科

専門・技術  2.5( 1.6)  7.3(10.3)  2.5( 1.6)  3.7( 2.3)  2.6( 1.6)  5.6( 2.6)
事務  3.5(11.9)  2.0( 4.0)  9.8(24.3) 18.2(41.9) 42.9(65.2)  8.9(19.3)
販売 12.5(19.0)  5.7( 5.7) 19.9(26.1) 19.3(22.1) 16.6(14.8) 14.9(24.5)
サービス 16.1(10.9)  6.6( 4.8) 15.7( 9.1) 33.0(16.2) 20.0( 8.5) 38.0(20.5)
生産工程 49.2(44.5) 71.6(70.0) 41.5(31.7) 21.5(15.2) 15.0( 8.9) 29.8(31.1)

表２－4新規学卒者に対する求人倍率の推移（単位：倍）

（資料）高卒は厚生労働省「職業安定業務統計」、短大卒と大卒（大学院卒を含む）はリクルート社調べ、
民間企業就職希望者数による。

表２－５高等学校学科別卒業者の職業（2000年、職業計=100）

（資料)文部科学省「学校基本調査」、（注）括弧内は1990年。
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（減少寄与率70%弱）、職業別では技術・事務職と
販売職、次いで技能職で大きく減少した。就職者
について、職業別の減少寄与率をみると、技術・
事務職と販売職で70％を占めた。このような求
人動向は、高卒求職者の希望職種と現実との差を
大きくする。特に事務職ないし販売職を希望する
女子生徒の希望は満たされず、技能職ないしサー
ビス職への就職を余儀なくされる。事務職、販売
職を希望しても、そのような仕事の求人は大卒者
に向かうからである。ミスマッチは男子よりも女
子にとってより深刻な問題である。
　90年代の製造業求人の大幅な減少は高卒求職
者の減少に救われたのであり、大学生（特に文科
系）の増加となって、男女ともに販売職の増加、
また女子では事務職の相対的な増加（絶対数では

減っている）につながった。
（４）就業構造の変化の影響
　就業構造は高卒者の就業機会を小さくする方向
に変化している。90年代を通じて就業者が増加
したのは、産業別では小売業・飲食店とサービス
業である。製造業、卸売業はこの間を通じて減少
し、建設業、金融保険業は後半に減少した。職業
別にみれば、この間引続き増加したのは専門的・
技術的職業、事務職、保安・サービス職である。
技能職や販売職は後半に減少が目立っている。職
業小分類で増減の分かる前半についてみると、専
門的・技術的職業では工業技術者、看護婦・看護
士、栄養士、その他の保健医療従事者、保母･保
父、その他の社会福祉専門従事者で増加が大き
い。サービス職では、美容師、調理人、飲食物給

　　　　　　　男子 　　　　　　　女子職業区分
人文科学 社会科学 工学 人文科学 社会科学 教育

専門・技術 11.9(21.9)  6.3(6.1) 80.4(91.5)  8.8(25.6) 13.2(16.6) 48.5(69.1)
管理  1.0( 0.7)  0.9( 0.3)  0.3( 0.5)  0.2( 0.1)  0.4( 0.1)  0.4( 0.1)
事務 43.1(40.4) 45.0(56.9)  4.7( 2.8) 58.3(57.9) 57.5(66.8) 34.3(25.2)
販売 32.5(33.0) 37.5(33.2)  7.0( 3.0) 23.9(12.6) 21.2(13.2)  9.7( 3.8)
サービス  4.5( 1.5)  3.8( 1.4)  3.1( 0.7)  5.9(2.5)  3.7( 1.9)  4.7( 1.2)
保安  2.4( 0.7)  1.7( 1.0)  0.6( 0.1)  0.2( 0.1)  0.4( 0.3)  0.5( 0.3)

職業区分 　高校 専門学校 　高専 　大学
専門・技術  4.8( 5.1） 48.5 93.0(92.9) 33.1(39.2)
事務  3.3( 9.6) 10.6  0.9( 0.6) 30.6(35.4)
販売 10.1(14.3)  9.0  0.9( 0.6) 25.9(21.8)
サービス 12.1( 8.4) 17.6  0.9( 1.5)  3.7( 1.2)
生産工程 58.2(53.4) 10.2  0.1( 0.0)  0.2( 0.2)

職業区分 高校 専門学校 短大 大学
専門・技術  4.8( 3.1) 62.2 38.4(25.1) 30.3(43.9)
事務 24.6(45.7) 13.4 38.3(63.6) 44.2(43.3)
販売 17.2(19.6)  4.2 12.5( 7.8) 17.9( 9.6)
サービス 28.0(14.0) 16.8  7.2( 2.4)  4.3( 1.9)
生産工程 21.5(15.8)  1.4  1.9( 0.2)  0.1( 0.0)

（資料）文部科学省「学校基本調査」、（注）括弧内は1990年。

表２－6学部別大卒者の職業（2000年、職業計＝100）

表２-7学歴別男子新規学卒者の職業（2000年、職業計=100）

（資料）文部科学省「学校基本調査」2000年、「専修学校実態調査」1997年、
（注）括弧内は1990年。

表２-8学歴別女子新規学卒者の職業（2000年、職業計＝100）

           （資料）、（注）前表に同じ。
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仕・身の回り世話係り、娯楽場等の接客員で増加
が目立つ。その他で増えているのは保安職業従事
者と運輸通信従事者のうち自動車運転者、全体と
して減少している技能工等のなかでは、一般機械
器具組立・修理作業者と自動車整備工など限られ
た職種である。このような就業構造の変化からも
高校生の就職は困難であり、彼らに大学・短大・
専門学校への進学を促すだろう。

第3章：学校における職業教育の役割と評価
１．学校における職業教育
（１）職業教育機関としての学校
　職業教育（産業教育、専門教育）は、これまで
中等教育の一環として考えられ、大学等の教育は
専門教育とみなされてきた。職業教育は普通教
育（一般教育）と並んで、中学校、高等学校の教
科となっている。中学校卒業生のほぼ全員が高校
へ進学するから、中学校で行なわれる技術・家庭
といった科目の教育、また学級活動や学校行事の
一環として行われる職業教育はきわめて限られた
ものでしかない。中学校の教育はあげて高校進学
のための教育に充てられているといってよい。職
業高校の役割も年々小さくなってきた。何より
も、全高校生に占める職業高校生の割合は長期的
に低下してきたのであり、また職業高校の卒業者
をその履修学科の特性から採用する企業は少な
い。大学・短大のみならず専門学校も含めてみれ
ば、職業高校生の進学率は90年代に著しく高ま
り、卒業後すぐに就職する者の割合は低下してい
る。
　代わって、職業教育機関としての役割をより大

きく担うようになってきたのは、高専、職業能力
開発大学校・短期大学校、専門学校及び短期大学
である。しかし高専と職業能力開発大学校・短期
大学校の定員は限られているし（注1）、専門学校
に比べると入学が難しい（専門学校は推薦入学が
多い）。さらにこうした学校の卒業者の間では、企
業における処遇に不満がある。また都道府県の職
業訓練施設が行う中卒者や高卒者の技能労働者養
成はその役割をほとんど失っている（注２）。短
期大学は専門性の高い学科を除いて、そのウエイ
トはだんだん小さくなってきている。専門学校に
ついては、医療・衛生といった専門性の高い資格
につながる学科は別として、工業・商業実務等の
学科は大学進学と競合して、近年は入学者が減少
している。高校教師の間で必ずしも高い評価を得
ていないうえに、授業料が高いといった問題もあ
る。
（２）学校教育・職業教育について卒業生の評価
　卒業生は、学校における教育や職業教育をどの
ように評価しているだろうか。生徒や学生が初職
を選ぶ際の学校教育への期待と評価は、学校ごと
に、また学科ごとに違いが大きい（表3-1）。学校
教育への期待は、高校普通科卒と大学文科系卒で
低い。職業教育についての評価も高校普通科卒と
大学文科系卒で低い。両者では職業教育を受けな
かったとする者の割合が高い。これは後にみるよ
うに、企業側の期待とも関連する。
２．各学校における職業教育
（１）高等学校
　普通科では職業教育はほとんど行われてこな
かった。さきにみたように、高卒就職者のうち普

　　　　 学校教育 　　　　　　職業教育区分 学科
役立てよう
と思った

役立たなくても
よいと思った

役立った 役に 立 た
なかった

なかった・受
けなかった

普通科 　30.0 　　68.1 　24.0 　48.5 　25.4高校
職業科 　62.9 　　36.4 　46.8 　46.5  　6.3
文科系 　82.3 　　17.0 　53.0 　36.1 　10.1専修学校
理科系 　84.2 　　14.8 　57.5 　34.8  　6.5
文科系 　55.6 　　43.3 　36.8 　45.3 　16.7高専・ 短

大 理科系 　74.3 　　25.1 　49.1 　36.9 　13.5
文科系 　37.1 　　62.0 　19.2 　46.8 　33.0大学・ 大

学院 理科系 　67.8 　　30.9 　32.2 　42.9 　23.3

表３－１初職に就くにあたっての影響（単位：％）

 （資料）厚生労働省「若年者就業実態調査」1997年
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通科卒の割合は男子で3分の1、女子では2分の1
弱を占めるから、職業教育を受けないで就職する
生徒が少なくない。専門学校への進学は、その効
果を別としてもこのような生徒の不安に応えるも
のにもなっているだろう。
　高校における職業教育は、主として工業科や商
業科といった専門教育を主とする学科（学校）で
行われてきた。しかし大学・短大ないし専門学校
への進学率の上昇に伴って、職業科で専門科目を
減らし、普通科目で代替する道が開かれた（注
３）。こうしたことは、学卒者、特に高卒者に対
して専門的な知識や技能よりも一般的な学力、い
やそれよりも常識的な人間としての資質を求める
企業の考えにも一致したのである。
　高校への進学率が100％に近づくにつれて、普
通科目中心の教育課程についていけない生徒がで
てくるのも無理からぬことである。93年には総
合学科が設けられ、ここでは、生徒が普通科目と
専門科目との中から選択履修できるようにした
（注4）。さらに99年には学習指導要領の改訂が行
なわれ、新しい教育課程の基準が2003年から実
施されることになっている。新しい基準によれ
ば、必修履修教科として「情報」が新設され、総
合的な学習の時間がすべての学校に必置される。
また、学校は学校設定教科の科目として「産業社
会と人間」を設けることができる。ここでは就業
体験等を通じて勤労観や職業観の育成がはかられ
ることになっている。特に総合学科においては、
「産業社会と人間」を入学年次に履修させること
とし、専門教科・科目と併せて25単位以上が開
設されることになっている。総合的な学習の時間
の狙いは、生徒に将来の進路を意識させることに
あり、自然体験、ボランテイア活動、就業体験が
取り入れられる。職業教育を主とする学科では、
従来の「課題研究等」と代替可能である。
　このように、高等学校における職業教育は形式
的には整備されてきた。しかし職業高校において
も大学・短大への進学者はまだそれほど多くない
としても、専門学校への進学率が高まってきてい
て、しかも職業高校における専攻学科と専門学校
の専攻学科が一致するとは限らない。
（卒業生の評価）高校の専門科目に対する評価は、
普通科卒よりも職業科卒で高い。卒業後6年目の
調査で、高校時代の体験評価について、専門科目

を「かなり役立っている」「ある程度役立ってい
る」としてあげる者は、男子工業科卒と商業科卒
で70％、女子商業科卒で80％強と多いが、普通
科卒では男女ともに経験していないとする者が多
い（注5）。高校在学中の職業選択・就職先決定過
程で、職業適性についての指導は余り行われてい
ない。高校時代の体験評価で、卒業後の職業生活
や進路選択にかなり役立ったものとして進路指導
をあげる高卒者はきわめて少ない。職業指導・進
路指導で、卒業生が今後重視すべきだと考えるの
は、「仕事を選ぶ際の考え方を教える」「仕事に役
立つ知識を教える」が各学科、男女を通じて多い
（注6）。
　上の調査結果によれば、高校における職業教
育・進路指導についての卒業生の評価は低いが、
専門科目の教育について職業科卒の評価は比較的
高い。職業科卒の方が普通科卒よりも正社員比率
が高く、継続就業率も高い。これは職業高校では
成績優秀者が就職し、普通高校では成績優秀者は
進学するという教師の言葉が示すような生徒の資
質の違いを幾分反映しているかもしれない。職業
高校における職業教育はある程度効果をあげてい
る。
（２）高等専門学校
　高専は、高度成長期の62年に、産業界の中堅
技術者養成についての強い要望を受けて、戦後の
単線型教育体系の枠をはみだす形で設けられた。
当初は工業系の学科のみであったが、67年に商
船学科、70年代に電波通信学科が開設され、さら
に80年代半ばには電子学科、情報学科などが置
かれた。専攻科があり、これを卒業すると学士号
が授与される。また大学や大学院への進学が認め
られ、77年には技術科学大学が修士過程ととも
に創設された（注7）。
（教育内容）教育内容は専門性が高く、カリキュ
ラムは上の学年になるほど専門科目のウエイトが
高くなるように組み立てられている。5年間を通
じて2分の1以上が専門科目で構成される。伝統
的な機械工学、電気工学、工業化学、土木工学、
建築工学の5学科のほかに情報、環境、デザイン
関連学科等が増設されたことで5学科のウエイト
は50%程度にまで低下している。
（入学者と卒業生の進路）中学校卒業生の1％未
満が進学する。成績上位者が多く、不本意入学者
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は少ない。入学者数は限られていて大きな変化は
ない。卒業生は、第2次産業とりわけ製造業へ就
職する割合が高いが、その割合は90年代に低下
し、非製造業部門への就職者が増えた。同時に小
規模企業への就職者も増えている。初職では専攻
科目に対応する専門分野に就職する割合が高い。
大企業で技術職として就業している場合は専門を
活かすことができる割合が高いが、小企業・非製
造業で非技術職として就業している場合は専門を
活かせない割合が高くなっている。これは高専の
責任というよりは需要側の問題、すなわち製造業
大企業の雇用需要の減少によるところが大きいと
いえるだろう。
（企業の処遇）賃金水準と昇進の可能性では、大
学工学部卒と高校卒の中間とする企業が多く、配
置先の部門と仕事上の権限や裁量権では大学工学
部卒と類似とする企業が比較的多い。このように
処遇される割合は、技術職が非技術職よりも、第
2次産業が第3次産業よりも、大中規模企業が小規
模企業よりも相対的に高い。
（卒業生の評価）学科の選択、教育内容、卒業時
の進路選択、職業キャリアについて、総じて卒業
生の評価は高い。評価は性別、卒業学科、職業
キャリアによって差がある。在学中の教育達成度
が高い者、大学への進学者、学んだ知識・技術を
活かすことができて、専門性を形成できる者の満
足度が高い。大学進学者が最も満足度が高いとい
うのは、卒業後の企業内における処遇が影響して
いるだろう。典型的な高専卒業者は教育内容につ
いて肯定的に評価するが、大学進学者はアカデ
ミックな教育面に不満を示し、教育内容とあまり
関係のない職業経歴を辿った者は、教育内容や卒
業生の社会的位置づけに関して否定的な評価をす
る（注8）。
（３）職業能力開発大学校・短期大学校
　（経緯と目標）厚生労働省の外郭団体である
「雇用・能力開発機構」と都道府県が設立する職
業能力開発短期大学校及び前者が設立する大学校
は、職業訓練校が時代の要請に応じて高度な知識
と技能・技術を兼ね備えた実践技術者（テクニ
シャン・エンジニア）の育成を目的として発展し
たものである。短期大学相当の専門過程と大学相
当の応用課程からなる。専門過程では実験・実習
が多く取り入れられており、応用過程では生産現

場に密着した製品の規格開発から製作までの創造
的・実践的なもの造り能力の習得を目標としてい
る。
（教育内容）1年間の授業時間は1400時間と文部
科学省系の大学（900時間）よりも長い。多い分
はすべて実技学科にあてられる。教育の特徴は、
機械設備が整備されていることで、学生定員の少
ないこともあって、機械は1人1台が確保される。
教育目標は、生産現場で直ちに役立つ、応用能力
のある、変化への適応能力のある人材を教育する
ことである。授業料の安いことも利点である。
（卒業生の進路）卒業生の意見として、学校が大
企業を推薦することに対する反撥がある。むしろ
中小企業によい企業があるという考えである。こ
れには学生の方が大企業志向だという教師の批判
がある。大企業では大卒（最近では大学院卒も増
えている）や高専卒との間で、処遇上の不満が大
きくなることが十分考えられる（注9）。
（企業における処遇）企業が卒業生を採用する理
由としては、基礎的な訓練を受けている、実践的
な能力がある、基礎的な知識がある、とするもの
が多い。卒業生の仕事ぶりに対して企業は、基礎
技能がある、理解力・応用力がある、と評価して
いる。給与の格付けは、短大卒と同じとする企業
が最も多く、次いで高専卒と同じ、専門学校卒と
同じである。小規模企業では専門学校卒と同じと
する企業が比較的多い。
　卒業生は、自分が専門的・技術的職業について
いるとする者と技能工だとする者がそれぞれ40
％強に分かれる。教育内容と関連する仕事に従事
している者が比較的多い。卒業生の間では、高専
卒ないし短大卒並みに処遇されていないという不
満が大きい。仕事はできるのに短大卒以下の扱い
しか受けていない、専門学校卒ないし高卒並みの
処遇しか受けていないと不満を表明している。
（卒業生の教育内容に対する意見）もっと重視し
てほしかった教育は、専門学科目と実験実習科目
である。学んだことは今後の生活に「必ず役立
つ」「役立つと思う」と80％強が教育内容を肯定
している。専門的な知識・技能・技術を身につけ
ることができたという満足感と同時に教育年限が
短いとする不満もある。ここには大学卒との処遇
上の差に対する気持があらわれている。企業内教
育との比較であろうか、教員が生産現場を知らな
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いという不満も表明される（注10）。また能力向
上教育への願望も根強い。
（４）専門学校
（専修学校が果たしている役割）専修学校は３つ
のタイプの職業教育を提供している。１つは、伝
統的に徒弟的に養成されてきた独立自営する職種
についての技術教育、資格付与教育であり、衛
生、服飾関係学科などである。２つは、医療関連
の専門職など資格制度が確立されている分野の技
術教育、資格付与教育である。専門職への就職率
が最も高い学科である。３つは、企業活動の複雑
化に伴って生じた新しい専門職のための技術教育
である。情報処理など工学系とデザインなどの文
化･教養関連学科に属するものがある。前者は企
業へ就職するケースが多く、職種が変わる可能性
がある。後者は専門職への入職が難しい（注11）。
（教育内容）専修学校の授業時間は、設置基準（文
部科学省令）によって学科ごとに決められてい
て、専門過程では総授業時間数のおおむね8割程
度を当該学科の専門教育科目又は関連授業科目の
授業に充てることとされている。また資格取得に
つながる学科については、関係省庁の法令によっ
て基礎科目、専門基礎科目、専門科目等ごとに授
業時間数ないし履修単位数が定められている。
（入学状況）入学者の年齢はほとんどが18―21歳
以下であるが、看護学科など一部の学科では女子
で比較的年齢の高い入学者がいる。学歴は高卒
82.8％（普通科卒が62.2％、普通科以外卒が20.6
％）、大卒4.5％、高専・短大卒5.0％、大学・高
専・短大中退が2.1％である。大学等卒業者が多
いのは、医療関係学科（男24.2%、女5.5%）であ
る。大学等とのダブルスクール（二重通学）は3
％で多くない（注12）。
　さきにみたように、入学者は90年代の初期に
増加し、その後減少に転じている。このような動
きは、主として工業関係学科と商業実務関係学科
の動きによる。これらの学科の入学者は大学・短
大への進学と競合している（注13）。医療関係学
科、衛生関係学科、教育・社会福祉関係学科は90
年代を通じて増加している。高校教師は専修学校
について必ずしもよいイメージを持っていない
（注14）。そのためかどうか定かでないが、在学者
の59.3％は出身校で専門学校進学について指導
を受けなかったという（注15）。

（卒業生の進路）卒業生の多くは教育内容と関係
する職業に就く。特に医療、衛生、教育・社会福
祉関係学科の卒業生は90％台、工業、商業・実務
関係学科でも80％程度は関係のある職業に就い
ている。職業別にみれば、高卒ないし大学・短大
卒と比較して、専門・技術職に就職する者が多く、
次いでサービス職業従事者が多いのが特徴であ
る。前者は医療関係学科の卒業生で、また後者は
衛生関係学科の卒業生で典型的である。
（企業における処遇）企業での処遇について、卒
業生の50-70%は高専・短大卒業者と同程度に処
遇されていると考えている。残りは、大卒と同程
度ないし高卒と同程度と考えるが、後者は衛生関
係学科で比較的多い。これは教育年限に関係して
いるだろう。
（在学生の評価）学生の教育についての評価は総
じて高い。問題は学費負担が大きいことである。
しかし、専門的知識・技能が果たして社会で通用
するかどうかについて不安もある。このような不
安を抱く者は工業関係学科で多く（50％弱が何ら
かの不安を抱いている）、医療関係学科では少な
い。逆に資格・検定の取得に不安を抱く者は医療
と理容・美容、商業実務関係学科で多い。文化・
教養関係学科では就職できるかどうか不安を抱く
者が多い（注16）。
（卒業生の評価）卒業生の多くは教育内容と関係
のある職業に就いているから、学校で受けた教育
について、ほぼ全部の学科で現在の仕事に役立っ
ていると回答する者が80％を上回り、役立って
いないと回答する者はきわめて少ない。このよう
なことから、卒業生の学校に対する要望として
も、「専門分野の実践的教育の充実」「専門分野の
基礎的・理論的教育の充実」があげられるのは当
然かもしれない（注17）。
（５）短期大学
　短期大学は、女子学生が90％を上回る。一般教
養的な学科と専門的な職業に直結する学科とが並
存している。前者は人文、教養学科であり、後者
の典型は保健医療関係学科（看護婦、医療技術
者、栄養士などの養成機関）や教育学科（主とし
て幼稚園教員の養成機関）である。学生数の比較
的多い社会学科（法商系）、家政学科と学生数は
それほど多くない工業学科等も、高等学校におけ
る一般教育の上に置かれる教育であるから、高等
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学校の職業教育に比較してより専門的だといえる
だろう。このことは、卒業生の40％弱は専門・技
術職として就職していることや、この傾向は90
年代後半に学生数が大きく減って、事務職への就
職者が大幅に減ったことでさらに明らかになっ
た。短期大学における一般教養教育が意味を持っ
たのは、高卒者との比較で知的レベルが高いだろ
うということで、例えば銀行窓口業務などに高卒
者に代わって採用されたからである。
（入学状況と学生の要望）普通科卒業生の方が職
業科卒業生よりも多い。90年代後半に、普通科卒
業生は大学進学へと進路を変更し、短大進学者が
減った。職業科卒業生の短大への進学率はむしろ
上がっているが、90年代半ば以降学生数は減少
している。文部省の委託調査（1995年）によると、
学生の入学目的は、「免許や資格を取得するため」
「社会人になったときすぐ役立つ知識・技術を身
につけるため」など専門的な職業能力の習得を期
待している。カリキュラムについての要望も、
「資格取得、職業に役立つカリキュラム」とする
者が最も多い。
（就職状況）卒業生は減少傾向にあり、就職率が
低下し、無業率が上昇した（第2章参照）。
（６）大学
　大学卒業後民間企業に就職した者は、大学教育
についてどう評価しているだろうか。大学進学を
否定する者はほとんどいない（注18）。ただ初職
を離職した者のほうが初職に定着している者より
も、卒業した大学、卒業した学部に否定的な者、
つまりやり直す場合には「他の大学」「他の学部」
を希望する者が、専攻学科を問わず多くなるのは
予想できることである。このことは、高校から大
学へ進学する際と大学から企業へ就職する際の進
路指導にあたって留意すべきことであろう。
　民間企業に就職して7年目の大卒者は、大学教
育と職務との関係をどう考えているだろうか。
「大学の知識・技術と関連する仕事をした」のは
男女ともに4分の１程度であり、男子の理工学系
では40％弱で比較的多い。「大学の知識・技術の
不必要な仕事をした」と答えたのは、男子で40％
強、女子で50％弱、男子では人文科学系で60％
弱、社会科学系で50％弱に及ぶ。
　大卒者は仕事の経験年数を積み上げていくにつ

れて、大学教育で得た知識・技術と仕事との関連
性を肯定するようになる。このことは、大学教育
と職業能力の関連は長期的な視点から検討する必
要があることを示唆している（注19）。役立った
職業能力開発方法は、「自学自習」「職場や関連会
社の集合研修」「専門書やテレビ・ラジオ」であ
る。今後については、「民間セミナー」や「大学・
大学院の利用」が多くの卒業生によってあげられ
る。職業生活で重要な能力は、若い世代にとって
はデータ処理能力、プレゼンテーション能力であ
り、年長世代ではリーダーシップ、判断力があげ
られることが多い。一貫して求められているの
は、問題解決能力、コミュニケーション能力、幅
広い教養である。職業人として求められる能力の
重点は、キャリアとともにテクニカルスキルから
ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルへと
移っていくことで、仕事に直接役立つ知識や技術
からもっと幅広い教養や専門知識が要求されるよ
うになることを示している。
　大学教育のありかたとして、男女、年齢を問わ
ず多くの卒業者によって支持されるのは、少人数
教育形態での発表や論文の表現技法についての教
育である。理論的な教育よりも応用的な教育を求
める意見が多くなってきていることについては、
大学教育の普及と、したがって大学教育が一部の
エリートを対象としたものでなくなってきている
ことを反映しているだろう。関連して、資格や仕
事に役立つ教育を必要だとするのは、特に仕事の
中断を余儀なくされ、再就職を希望する女性に多
い意見である。もっとも、中には大学は専門学校
ではないのだから、その教育を職業に役立つか役
立たないかで議論すべきではない、職業能力は職
業キャリアを積むことで身につけるものだとする
意見もある。大学教育の普及は、選択される仕事
にしても、就職先にしても、キャリアにしても、
また能力にしても多様な卒業生を送り出すことに
なるから、こうした相対立する意見を生むことに
なる。
　大学の就職担当者は、企業が自校の学生の何を
評価しているかと問われて、理科系については、
国立、私立とも「専門的能力」をあげる。文科系
については、国立は「総合的判断力」「一般的教
養」をあげるのに対して、私立は「バイタリティ」
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をあげる。これは大学教育と直接関係していない
とみられている（注20）。
３．学校における職業教育について企業の評価
（１）学卒者採用時の重視事項
　学卒者の採用は企業規模ごとに違いが小さくな
い。中卒は小規模企業中心の採用であり、高卒と
専門学校卒は相対的に中小企業で、高専・短大卒
と大卒・大学院卒は相対的に大企業で多く採用さ
れている（注21）。企業は学卒者の採用に際して
何を重視しているだろうか。「雇用管理調査」によ
れば、高卒については、事務職も現業職も最も重
視されるのは「熱意・意欲」であり、次いで「一
般常識・教養」｢健康･体力｣「協調性」である。「学
業成績」は事務職でもそれほど重視されない。専
修学校卒について第1に重視されるのは、同じく
「熱意・意欲」であるが、次に「健康・体力」と
「専門的知識・技能」が並ぶ。大卒事務職につい
ては、「熱意・意欲」に次いで「一般常識・教養」
「行動力・実行力」（高卒と専修学校卒にはない選
択肢）が重視される。ここでも「学業成績」や「専
門的知識・技能」はそれほど重視されない。大卒
技術・研究職については異なる。まず「専門的知
識・技能」が重視され、「熱意・意欲」がこれと
ほぼ同程度に重視される。大卒現業職（生産工程・
技能工、販売職、サービス職）については、「熱
意・意欲」に次いで「行動力・実行力」が重視さ
れ、重視事項は高卒事務職に近い。このように、
専門的な知識や技能は大卒技術・研究職と専修
学校卒に問われるだけである。事務職については
大卒と高卒とで企業の要求内容に大きな違いはな
い（注22）。
　文部科学省の調査によれば、企業が学卒者を採
用する際に、全部の学歴に共通して重視する事柄
は、「自主性・積極性」「責任感」である（注23）。
加えて高卒者・短大卒者には、「周囲の人々と良
い人間関係を築くこと」「社会人にふさわしい言
葉遣いや礼儀」、大卒者には「創造性や先見性」
「リーダーシップ」が求められる。学力について
は、高卒者には「基礎的な学力や一般教養」が求
められ、高専や専門学校を含む短大卒と大卒事務
系でも「基礎的な学力や一般教養」が「専門的な
知識、技術や技能」を上回る。大卒技術系でのみ
両者が逆転する。このような回答が、企業の各学
歴層に対する要求をよくあらわしているとすれ

ば、大卒事務系と高卒者とに対する期待の違い
は、学んだことよりも資質であるといえるだろ
う。
（２）最近の学卒者に対する企業の評価
「基礎的な学力や一般教養」を初め、上に見た事
柄を最近入社した社員が身につけているかどうか
について、企業の評価は、従業員1000人以上の
規模と未満の規模とでは違いがある。前者では総
じて肯定的な回答が多く、後者では否定的な回答
が多い（注24）。このような違いは、学生の学力
や資質が拡散してきていることを示しているかも
しれない。高卒から大卒へと学卒就職者の比重は
シフトしたが、文科系大卒者に対する企業の期待
は、高卒者に対するものと大差ないということか
ら、大卒者は進学することで就職時を4年間繰り
延べただけだ、という厳しい見方もある。このよ
うな見方は、学力低下を問題視する人々の間で多
い。今後の学校教育について、高等学校や短期大
学に対しては「基礎的な学力や一般教養を身に付
けるための教育」、大学に対しては「技術革新等
社会の変化・状況の変化に対応する能力」を期待
する企業が最も多い。

第4章：企業における職業教育訓練
１．企業内教育訓練の役割
（１）企業内教育訓練の意義
　さきにみたように、企業は学校における職業教
育に大きな期待をしていない。いわば白紙の状態
の新規学卒者に対して、採用後に職業教育訓練を
実施すれば足りると考えている。企業内教育訓練
が企業の伝統的な手法であったから、公的な養成
訓練は主要な技能労働者養成―職業教育訓練―の
手段とならなかった（注１）。企業内教育訓練の
手法は、大企業に限らないということである。た
しかに中小企業では、大企業のように組織だった
Off-JTやOJTを実施していないとしても、日常の
業務のなかで先輩が後輩を教えることでOJTによ
る教育訓練を実施してきた。これは高校進学率が
上昇し、基礎的な教育をある程度身につけた若年
者を技能労働者として雇用するようになればそれ
だけ容易になるだろう。訓練生の資質の問題を別
としても、養成訓練としての公共職業訓練に対す
る企業の評価が必ずしも高くないということでも
ある。
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　公共訓練の効率を問わなければ、公共訓練と企
業内訓練の違いは、訓練生の自主性がどれだけ認
められるかである。これは例えば、ドイツのデュ
アルシステムでも、訓練内容について企業の要求
と訓練生自身ないし労働者側の普遍的な訓練に対
する要求とのバランスをいかにはかるかというこ
とで問われる。このことは、これまでの職業指導
が企業選択にかたよっていたという反省にも関連
するし、最近のように若者の適職探索のためと称
する転職を肯定的にとらえる考えにも反映される
だろう。もっとも、適職とは何かという問いかけ
もある。逆説的だが、同じ仕事ないし職場に10年
勤続できれば、それが適職だという考え方もあり
得ないわけではない。その意味でも、進路指導や
初職時の企業による導入教育や最初の配置は若者
の定着を促す意味で重要である。
（２）企業内教育訓練の実施状況
　厚生労働省の調査（注２）によれば、94年1年
間に教育訓練を実施した事業所は86.2％であり、
そのうちOff－JTを実施した事業所は62.7％、計
画的なOJTを実施した事業所は63.5％である。い
ずれも実施しなかった事業所は11.6％である。
実施率は全部の産業で80％台から90％台と高い。
規模別では300人以上規模でほぼ全部の事業所、
30―99人規模でも80％を上回る事業所が実施し
た。その後実施事業所の割合は低下している。99
年5月調査によれば、実施率はやや持ちなおして
69.0％である。94年に比較してどの規模でも低下
しているが、特に小規模事業所で低下が大きい。
　必要な人材の確保の方法としては、「新規学卒
者や経験の少ない労働者を採用して社内で育成」
する事業所が現在も将来も最も多く、300人以上
規模事業所では90%を上回る事業所がそのように
回答し、これより小さい規模でも70%台ないし
80%台の事業所がそのように回答している。
２．技能労働者の教育訓練
（１）大企業の場合
　技能労働者に対する企業内教育訓練は、大企業
における長期雇用の定着と時を合わせて実施され
るようになったとみられている。企業は自前の熟
練労働者を養成するために、企業内に技能者養成
学校を設けた。製造業大企業には戦後もこのよう
な養成施設が少なからずあったが、高校進学率が
上昇するとともにこのような施設は一般の高校に

移っていくか廃止された。現在はごくわずかな企
業内高校しか残っていないが、高卒者ないし高卒
採用従業員のための教育訓練施設を設置している
企業もある（注３）。このような社内学校や施設
はすべての技能労働者を対象とするものではな
く、技能労働者の中から将来指導的な役割を果た
す人材を養成することが狙いである。
　自動車メーカーT社の技能労働者に対する教育
訓練はきわめて組織だって行われている。現在も
企業内工業高校（高等部）があり、高卒者を対象
とした1年間の教育コース（専門部）もこれと併
設されている。前者は長い歴史があるが、後者は
1991年に設けられた。2001年の入学者はそれぞれ
76人と81人である。いずれもこの10年間に入学
者はほぼ2分の１に減少している（注４）。両者と
は別に高卒者を採用していて、2001年の採用者数
は768人（女性195人）で、これも91年の2806人
（女性642人）に比較すると大幅に減少している。
　高卒採用者は、入社後2週半の導入研修を受け
る。これは会社概要の説明、マナーやコミュニ
ケーションについての教育等、従業員としての基
本的な心構えを教育するものである。この間に
ショップが決まり、導入研修終了後に配属され、
5 月の連休明けまで同種のショップで体験実習
（研修）を受ける。その後はOJT中心の教育が始
まるが、入社1年目から能力評価が行なわれる。
つまりここからT社の「専門技能修得制度」に
よって60歳にいたるまでの技能向上が、人事処
遇上の基礎をなす職能資格要件と関連づけられな
がら進められる。
　「専門技能修得制度」は、職種ごとに必要な知
識・技能を体系的に育成し、向上させる技能育成
システムである。91年から全部の技能系職場に
導入された。99年から2000年にかけて内容の見直
しが行われ、2003年から級認定制度が資格昇格の
必要条件になる。制度の狙いは、すべての従業員
の技能向上をはかることで、自己の成長ともの造
りの喜びを実感できるようにすることであるが、
従業員の高齢化に対応して、管理職に就けない中
高年層が60歳まで生きがいを持って職場生活を送
れるようにすることでもある。
　制度の内容は、職種ごとに職能資格に応じて4
段階の「級」が設定される。育成の基本は各職場
におけるOJTと計画的なローテーションであり、
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C、B、Aの各級ごとに集合研修が行なわれ、OJTで
教育できない知識・技能が補完教育される。集合
研修受講、職能要件評価、実践技能評価を経て
「級」が認定される。最上級のS級については、職
場推薦とテーマ発表によって認定され、集合研修
は行われない。
（２）中小企業の場合
　一般的な傾向として、中小企業でも1―2週間
の導入研修（Off-JT）が行われる（注5）。その後
OJTに移行する。企業によっては資格取得につな
いでいくところもある（例えば、理容･美容業）。
「中小企業白書」（98年版）によれば、中小企業で
も技術者・技能者の教育を自社内で行っている場
合が多い。中小製造業は人材不足に悩んできた。
人材は量的にも質的にも不足している。量的不足
は仕事量に見合う労働者の不足、質的な不足は企
画・研究開発等にあたる人材の不足である。人材
確保が困難な理由は、①賃金報酬が低い、②学生
が大企業を志向する、③３Ｋのイメージがある、
④企業内福祉などの労働条件が大企業に比較して
劣っていることである。
　最も不足しているのは工業高校卒業者、次いで
普通高校卒業者（大企業の場合は理科系大卒）で
ある。中小企業のモノ造りを支える熟練技術者・
技能者は、高卒（普通科卒と工業科卒、中高年層
は中卒）中心で、社内で経験を積むことによって
養成される。養成には２－5年（43％）、6-10年
（46％）、11年以上（10％）が必要である。
　人材育成の方法は、ほとんどの企業がOJTによ
るのであり、一部の企業がOff－JTないし両者の
併用によるとしている。OJTの方法は、ほとんど
の企業は「期限は決めず先輩が適当に指導する」
のであり、「目標を決め計画的に行う」企業は少
ない。熟練技術・技能者の継承・育成は不十分で
あるが、その理由は何よりも若年層が不足するか
らである。このように、中小企業は計画的ではな
いOJTによって熟練技術者・技能者を自前で時間
をかけて養成していることが分かる。このことが
中小企業の企業内訓練の実態を見えにくいものに
している。また小規模企業は大規模企業と異なっ
て毎年技術者や技能者を採用するわけではない。
「特に採用しない」企業が10人未満規模では62％
であり、10―19人規模では49％である。「退職者
がでた場合のみ採用する」がそれぞれ33％、40％

である。労働条件の劣ることが若年労働者の確保
を困難にしている。
　「産業労働事情調査」（1991年）によれば、中小
製造業の80％弱が中間技術者を自社内で養成し
ている。自社内養成の重点対象者は、①技能者と
して採用し実務経験を積んだ者、②工業系高卒新
規採用者、③工業系以外高卒新規採用者、④工業
系各種学校・専修学校卒新規採用者、⑤技術系大
卒新規採用者、⑥工業系短大・高専卒新規採用者
の順になる。養成の方法は、①自社の技術部門で
技術的な知識を学ばせている、②外部の教育訓練
機関に派遣している、③関連取引企業へ派遣ない
し関連企業から技術者を派遣してもらっている、
が主なものである。
（３）認定職業能力開発校・短期大学校
　企業内訓練の一環として、主として高卒者を対
象に技術教育を実施する。厚生労働省の定める基
準に従って都道府県知事が認定する。狙いは、大
企業にあっては大卒技術者と高卒技能者の中間に
位置する技術者を養成することにある。中小企
業、特に建築関係の職種では関係団体（大工技能
士会、建築組合、左官共同組合、鉄筋組合等）に
よって運営されるものもある（注6）。
　訓練生は、既に企業内で就業している若年労働
者の中から希望者を募り、選抜する方法と、高卒
者を入学と同時に採用して、直接受け入れる方法
及びそれを組み合わせる方法とがある。修了資格
要件として、都道府県の実施する技能照査に合格
することを求める学校があり、その場合、5年以
上の実務経験を経て国家技能検定試験1級の学科
試験が免除される。また技能照査を社内検定と連
動させている企業もある。関係団体によって運営
される学校では、訓練生の多くは、各団体に所属
する企業が派遣する従業員からなる。
　１例として、建設組合所属の事業所が、雇用す
る従業員を訓練する認定職業訓練校では次のよう
に訓練が行われる。当初は3年間のコースで卒業
すると高卒の資格が得られた｡その後、主として
高卒者を対象とした2年間のコースに変った（こ
れは明らかに進学率上昇の影響がある）。夜間訓
練で月に10日前後、1日3時間、実技中心の訓練
を行う。認定訓練であるから訓練内容は認定基準
にしたがっている。入学者はほとんどが高卒であ
る（大工のコースは工業高校卒と普通高校卒が
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半々）。第１期生は130人、現在は19人、仕事も
減り、採用者も減り、結果的に訓練生も減ったと
いうことである。しかも卒業生の半分しか従業員
として残らない。卒業後技能照査に合格すれば技
能士補になり､技能検定2級試験の学科試験が免
除される。2年後には技能検定2級試験を受験し、
ほぼ全員が合格する。卒業後3年間の実務経験で
2級建築士・木造建築士の受験資格が与えられる。
7年間実務経験を積み、48時間講習を受講すれば
指導員免許が与えられる。
　関係者の説明によると、仕事がありさえすれば
教育訓練はできる。仕事は大手のプレハブ住宅建
設会社と競合する。労働者もここに就職すればす
ぐにある程度の賃金を受け取ることができる。し
かし本来の、例えば大工としての技能は身につか
ない。
３．ホワイトカラーの教育訓練
（１）初任者研修
　新卒大卒社員について、企業はどのような育成
方針を持っているだろうか。民間企業に就職した
大卒者に対して質問した回答によれば、以下のよ
うである（注7）。専攻学科の別なく、40―50％は
「初任者研修に力を入れている」、次いで「配属後
の研修の機会」「業務で幅広い経験」「業務で専門
性習得」があげられる。このように回答するのは
規模の大きい企業ほど多い。「特に育成は考えず」
「特に育成方針なし」と回答する企業がそれぞれ
25％、20％強あるが、規模の如何を問わず、ほと
んどの企業が新卒者に対してOff-JTとOJTの教
育を実施している。初任者研修や配属後の研修は
Off－JTであるが、業務での経験や専門性習得は
OJTといえるだろう。初任配属先は採用選考や適
性検査などの結果に基づき、本人の希望も考慮し
て決められる（注8）。その際、技術系では大学で
の専攻が重視されるが、事務系では特殊な場合、
例えば百貨店の情報システムや品質管理、電機
メーカーの法務部門などを除いて考慮されない。
　初任者研修の期間は会社によってまちまちであ
る。短い企業は1週間、長い企業は２－３ヶ月に
及ぶ。事務系と技術系でも異なる。研修内容は当
然各企業ごとに独自性が発揮されるが、会社概要
や経営理念、ビジネスマナーなどの教育は各企業
に共通の研修内容として含まれる。語学研修やコ
ンピュータ研修を組み込む企業も増加している。

会社によっては入社時研修に加えて、各職場に配
属後一定期間が経過してからフォーローアップな
いしキャリアアップ研修としてOff-JT研修を実
施する場合がある。
（２）継続教育訓練　
　ホワイトカラーに対する企業の教育訓練もOJT
中心であるが（注9）、大企業では全雇用期間を通
じてOff-JTが計画的に体系化され実施されてい
る（注10）。このような教育訓練は人事管理と連
動している。Off－JTは階層別研修、職能別研修、
自己啓発からなる。職能別研修に比較すると、階
層別研修と自己啓発がより多く実施されている。
OJTは計画的に行われている場合と必ずしも計画
的でない場合があり、その実態は分かりにくい。
それは入職時の配属と一定期間経過後の定期的な
ジョブローテーションからなると考えるべきだろ
う。
　能力開発を担当する部門は人事部に属する場合
もあるが、独立している場合、分社化している場
合などさまざまである。各社に共通する人材育成
の基本方針は、①自己発信型の人材の育成、②全
体の目を持つ管理職の育成、③スペシャリストの
計画的な育成、④国際的な人材の育成である。こ
のような基本方針によって、急速な技術革新や激
しい社会変動に対応できるようOff-JTを積極的
に取り入れている企業が少なくない。企業は技術
系のみならず事務系ホワイトカラーにもまずスペ
シャリストであることを求めている。そのうえ
で、職位が上がるにつれて全体を見通せるゼネラ
リストとしての管理職であることを要求し、教育
訓練によってそのような能力の育成をはかってい
る。
　研修には新人研修のように全員を受講対象とす
るものから、受講者を企業が特定して行う研修、
また受講希望者を募って行う研修がある。かつて
は新しい技術に関する知識は、社員がそれぞれ自
己啓発かあるいは全社的な研修センターにおける
集合研修によって身につけたが、いまでは衛星放
送を使うことによって、各工場にいながら適宜時
間を選ぶことでOff-JTで習得できる。階層別研
修はこれと異なって、全員が一堂に会することに
意義がある。何よりも管理職としての意識を高め
ることが狙いであるから、受講者が研修期間を通
じて起居をともにし、相互に、時には経営幹部と
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も意見を交換し、会社の経営理念を共有すること
が重要だからである。
　研修内容はさまざまである。大学院の教材を教
育内容として取り入れている企業もあるし、大学
や民間教育機関の通信教育の教材を利用している
企業もあれば、企業独自に用意する場合もある
（特に新しい技術の学習）。まだ多くはないがビジ
ネスキャリア制度を活用している企業もある。国
内・海外留学制度や派遣制度を設けている企業も
少なくない。また全部の社員に共通の研修とし
て、各種通信教育、セミナーへの派遣、語学研修、
コンピュータ研修が行われる。
　ホワイトカラーの多くが入社後自分の能力・知
識と業務上求められる能力･知識の間にギャップ
を感じている。その時期は平均して5年目である
が、企業規模、学歴水準によって異なり、高学歴
者、中でも理工系出身者で早い（注11）。このよ
うなギャップを埋めるために教育が行われるが、
それは社内研修、社外研修、通信教育、OJTによっ
て行われる。
　過去2年間に約6割のホワイトカラーが何らか
の社内研修を受けている。受講者比率は年齢が若
く、勤続年数が短い一般社員ほど高く、上司の指
示・命令で受講するケースが多い。研修コースの
内容は、階層別研修が最も多く、次いで職能別研
修、OA・コンピュータ研修、目的別・課題別研修
である。1回の研修期間は平均して32時間であ
る。
　過去2年間に約5割のホワイトカラーが何らか
の社外研修を受講している。上位職位者ほど、ま
た大手企業のホワイトカラーほど受講率が高い。
研修の内容は職能別研修が最も多いが、経理・財
務部門は職能別研修、国際部門、生産・購買部門、
経営企画・広報・宣伝部門は目的別・課題別研修、
情報処理部門はOA・コンピュータ研修、業務部門、
営業部門は資格取得研修の受講者が多い。社外教
育訓練機関としては、民間教育訓練機関は企業の
規模にかかわりなく、大学・大学院は大企業で、
また公共職業訓練機関は中小企業でニーズが高
い。
　通信教育は職能別研修と資格取得研修が主で、
上位職位者では階層別研修と語学研修、下位職位
者では目的別・課題別研修と趣味・教養研修の受
講者が多い。部門ごとに、また経営特性ごとにも

研修コースに違いがある。実施機関は民間教育訓
練機関と業界団体に限られる。1コースの平均研
修期間は 5ヶ月、費用は自己負担が一般的であ
る。
　上記いずれの研修についても、受講の目的は
「現在の仕事のため」「将来の仕事に備えて」が主
なものである。開発する能力は主として業務関連
の基礎能力と応用能力であり、社内・社外研修で
は管理監督能力が加わる。いずれの研修も「役
立っている」として評価が高い。
　高専卒業者の意見によれば、企業における継続
教育は、大企業技術職で熱心であった。非技術職
や小企業の技術職では特に育成の方針がなかった
とする割合が高い。90年代に入って、企業内教育
に積極性が低下している。大中規模企業の技術職
で「初任者研修」「日常業務の中で専門性が身に
つくように配慮されていた」をあげる割合が著し
く低下している（注12）。
（３）人材派遣企業における教育訓練
　日本最大の派遣会社M社は、OA機器操作を含む
事務業務を中心に、ＩＴ分野の専門技術、営業、
販売､財務、経理､翻訳､通訳などの業務に人材を
派遣している。派遣会社の評価は派遣する人材の
評価によって決まるから、会社にとっては、いか
に優秀な派遣スタッフを確保するか、また確保し
たスタッフを教育訓練することで、その能力をい
かに高めるかが大きな課題である。当社の派遣ス
タッフは、2001年3月現在全国で19万人、その
92％は女性である。男性はＩＴ分野ないし営業､
販売分野中心であるが、近年増加している。年齢
は男女ともに20歳代ないし30歳代前半である。
毎年約2万人が新規に登録し、3―4千人が登録を
取り消す。派遣先で、又は他の企業で正規の従業
員として雇用されるか、家庭の事情等で就業でき
なくなったことが登録取り消し理由である。派遣
先企業で正規に採用されるスタッフは5％程度で
それほど多くない（アメリカの場合は約30％と
比較的多い）。
　スタッフは新聞広告、雑誌広告、インターネッ
ト、登録スタッフとの個人的な繋がりなどから応
募してくる。応募者の95％は実務経験があり、残
りの5％が学生である。学生に派遣労働を経験さ
せることで常用雇用へとつないでいくルートをと
る派遣会社もあるが、当社はこれをしていない。
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派遣スタッフは即戦力であるべきだという考えに
よる。登録学生は、身分は学生であっても、あく
までも簡単なものではあるが実務をこなす派遣ス
タッフとして派遣される。
　応募者にはまず3時間インタビューを実施す
る。次いで応募者個人が持っている技能を測定す
る。これは合否判定のテストではなく、その個人
が現在持っている能力を正確に評価することが目
的である。結果は当社の判定基準にしたがって、
初級、中級、上級にランクづけされる。技能の低
い応募者に対してはカウンセリングを実施する。
次いで訓練へ移る。訓練は完全に無料で行われ
る。訓練内容はＯＡ関連技能中心である。ほとん
どの応募者は実務経験が2―3年あるから、ある
程度のＯＡ操作はできる。そのうえに１人平均
15時間かけて、ほぼ２つのソフト技能を習得さ
せる（1ソフトに約6時間要する）。給与の決定に
際しては、スタッフの生産性、その技能の正確性
によって３ランクに格付けされ、さらに細分され
る。時間給はアクセスオペレータで3000円、Ｉ
Ｔ関連スタッフは3000―3500円、最も高い翻訳、
通訳スタッフは5000円である（2001年3月現在）。
賃金は派遣先企業の正規従業員の給与とは関係し
ない。派遣スタッフの賃金相場が別に形成されて
いる。
　以上のように、派遣会社の場合はスタッフの能
力を正確に評価して給与を決めなければならない
から、能力評価は正確でなければならない。会社
としては優秀なスタッフを抱えていることで他社
と競争できるわけだから、スタッフの訓練に力を
入れることになる。現在はＯＡ機器操作中心の訓
練であるが、派遣業務は拡大してきているから、
将来はそれに伴ってもっと幅広い訓練が行われる
ことになるだろう。
　派遣労働者の数はなお限られているから、職業
教育訓練におけるそのウエイトは小さい。しかし
能力評価と賃金が外部労働市場で決まるという意
味で、今後の労働市場の動きを先取りしているか
もしれない。

第5章　職業能力評価制度の実際
１．技能検定制度
　技能検定制度は建設業と製造業中心に実施され
ているが、会社として積極的に活用している企業

は12.4％で、自己啓発の一環として認めている企
業が9.0％、活用していない企業が54.4%である
（注1）。この制度は1950年代の高度成長初期に、ド
イツの養成訓練修了試験とマイスター試験に倣っ
て、職業訓練法の制定によって導入された。歴史
もあり、職業教育に重要な役割を果たしているド
イツとは制度をめぐる社会的な背景も異なるか
ら、普及率は必ずしも高くない（注２）。
　技能検定制度は、半分活かされていて、半分活
かされていないというべきだろう。活用されるた
めには、①能力開発の手段として活用されるこ
と、②教育訓練の成果を評価する卒業試験として
の役割を果たすこと、③試験に合格すれば人事処
遇上考慮されること、④労使が必要としているこ
とが必要条件である。工業的な職種については、
大企業を中心に社内検定制度等で補完され、人事
管理の一環として活用されている。中小企業で活
用されていないのは、企業内訓練がもっぱらOJT
で行なわれ、筆記試験への準備が難しいこともあ
るが、従業員が少なく職業能力の判定は容易にで
きて、その必要もないからである（注3）。
　職業能力の評価制度は、労使がその必要性を認
めなければ活用されない。生業的な職種では技能
検定制度が比較的活用されている。なお技能検定
制度には職種が限定されていること、その更新が
遅れることなどいくつかの問題がある。
２．ビジネスキャリア制度
　「労働白書」（2000年版）は、ホワイトカラー正
社員を中途採用する際の問題点の１つとして、
「採用したい人材の労働市場での給与相場が分か
りにくい」をあげている。しかし論拠としてあげ
た調査の回答は、「全くそう思う」（4.5%）「まあ
そう思う」（40.5%）に対して「そうは思わない」
（41.1%）「どちらとも言えない」（12.0%）と分か
れている。人材斡旋機関の説明によれば、給与相
場は資格制度で分かるようなものではなく、個々
人の実際の能力によるのであり、現実には雇用さ
れる企業の給与水準による。したがって、これを
「個人の能力を認定する公的制度の充実」と直接
結びつけるのには無理があるだろう。
　中央職業能力開発協会はホワイトカラーの職業
能力習得制度としてビジネスキャリア制度を93年
度から実施している。すでに人事・労務・能力開
発など10の分野について、それぞれの職務に必要
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な専門的知識・能力を職務内容とレベルごとに学
習単位に分割し、それぞれの単位ごとに学習すべ
き内容（認定基準）を定め、能力開発マトリクス
として体系化し、公表している。この認定基準に
適合した講座を認定講座として提供し、学習者は
適宜講座を選択して受講する。受講修了後、協会
が実施する終了認定試験があり、一定の基準に到
達した受験者には修了認定書が交付される。これ
は職業能力の客観的な評価基準として活用される
ことが期待されている。
　日本労働研究機構の調査（注4）によれば、こ
の制度を会社として積極的に利用しているのは全
体として1％に満たない。自己啓発の一環として
認めているのは同じく10％弱にとどまる（98年
12月現在）。合わせて10.4％（大企業の管理・事
務・企画部門では17％）の企業が利用しているこ
とになる。活用していないとする企業が56.5％
で、制度を知らない企業が26.5％であり、周知度
も高くなく、あまり活用されていない（注5）。
　普及率が低いのは、１つは、まだ産業界がその
必要性を認めていないからである。もともと職業
能力の評価は産業界が自主的に行うものであろ
う。いくつかの業界は独自の資格制度を持ってい
る。２つは、技能検定制度の場合と同じように普
及率の問題もあるが、能力を認定されたからと
いって、それが労働市場で賃金・給与に反映され
ることにはならないからである。能力が客観的に
評価されて、それに応じて労働市場で賃金が決
まっているのは人材派遣企業から派遣される労働
者である。ここでの賃金の決定は、各派遣企業が
独自の評価基準で実施する能力評価による。経営
者を紹介する人材斡旋企業における能力評価も資
格ではない。それぞれのキャリアによる。これは
もっと若い人々についてもいえる。若い人々につ
いても、資格は賃金決定にそれほど大きな役割を
果たしていない（注6）。
　ビジネスキャリア制度の役割は、既にそうであ
るように、能力開発の手段である。当面は、この
趣旨を活かすべく企業に利用を促し、職業能力の
評価を教育訓練受講の卒業試験として位置付ける
ことが重要である。
３．職業能力の評価制度
　さきの調査によれば、企業は社会的に横断的な
職業能力の評価制度の利用価値について、「能力

向上効果が期待できる」「プロフェッショナル意
識が高まる」「中途採用時の能力判断」「顧客等に
アピールできる」「自社の能力水準がわかる」な
どをあげる。そして将来の労働力の流動化を予想
して、職業能力の業界標準の必要性を認めている
（必要性を認める企業が55.7%、認めない企業が
18.6%）。調査担当者は、多くの回答者（企業）が
複雑な資格・検定について国や業界団体が必要に
応じて連携をとりながら再構築し、分かりやすい
制度を構築することが望まれていると説明してい
る。しかし実際は、技能検定制度にしてもビジネ
スキャリア制度にしても、普及はそれほど進んで
いない。
　このような状況について、日本の技能検定制度
とドイツの養成訓練修了試験やマイスター試験を
併せて考えてみれば、その理由は明らかであろ
う。ドイツの養成訓練修了試験はいうまでもな
く、日本でも技能検定制度は能力開発の成果を証
明する制度として、言いかえれば教育訓練の卒業
試験として機能しているのであって、単なる資格
試験ではない。またマイスター試験は、そのため
の長期間の教育を経て、手工業職種にあっては試
験に合格することが営業許可につながるのであ
り、同時に教育者としての資格を得ることで、見
習生を受け入れることができる。工業的職種では
ブルーカラーからホワイトカラーへ昇進する資格
になる。そして養成訓練修了試験やマイスター試
験に合格すれば、企業間の格差はあるとしても、
社会的に横断的な一定水準の賃金が保証されるこ
とになる。なによりも、この制度の社会的な必要
性を労使が認め、制度の運営についても、国が支
援し、会議所を通じて、労使が深く関与してい
る。日本の企業でも業界団体の検定・資格の利用
度は高い（注7）。職業教育が中等教育で重要な役
割を果たしているスウエーデンには、国の定めた
訓練基準や技能・能力の水準を認定する制度はな
く、また業界団体等の定めた職業資格もない。訓
練内容と成果の品質保証は、各訓練提供機関が独
自に行う（注8）。
　日本でさしあたり努力すべきことは、大学卒業
生の卒業証明が学力評価につながるようにするこ
とではないだろうか。最近、國公立理工系学部の
入試科目に理科2科目を課す動きが出ている（注
9）。また、大学の技術者教育についての国際的な
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基準を認定する動きに呼応して発足した日本技術
者教育認定機構（JABEE）は、「統一的基準に基づ
いて高等教育機関における技術者教育プログラム
の認定を行い、その国際的な同等性を確保すると
ともに、技術者教育の向上と国際的に通用する技
術者の育成を通じて社会と産業の発展に寄与する
ことを目的とする」（日本技術者教育認定機構定
款第3条）としている。産業界との協議の場で議
論されていることは、技術者教育が量から質へ、
専門化へ重点が移り、多様性も求められる、同時
に最低限度の知識・能力を保証する基準を決める
ことが必要だ、ということである。国際的なワシ
ントンアコードへの加盟を申請していたJABEEは
2001年6月に暫定加盟を認められている。これが
日本の工学教育でどのように活かされるかはまだ
分からないし、ましてこれが他の教育領域の参考
になるかどうかも分からないが、注目すべき動き
であることは間違いない。

結び：いくつかの提言の試み
○学校教育において、企業が期待する基礎的な学
力の養成、学力低下防止への取組みが必要であ
る。特に高校教育において成果を重視しなければ
ならない。
○その前提として、生徒の多様な能力への対応を
はかる。高校教育にもっと職業につながる専門教
科を取り入れ、職業に直結する学習で生徒の意欲
を高める。
○高校における進路指導の充実と早期実施をすす
める。学校外において職業相談・指導にあたる専
門家を養成し、また公的な相談体制を整備する。
そのうえで進路選択にあたって生徒の自主性を尊
重する。
○職業教育について高校と大学・短大・専門学校
等との連携を図る。大学・短大（特に文科系学部･
学科）における職業教育･職業指導を充実する。
○技能検定制度から学ぶ。日本で成功しているの
は、企業に必要な能力開発を促す人事管理の一環
として位置付けている企業である。ここでは技能
検定制度は、教育訓練の成果を確認する卒業試験
である。優良企業の制度を公認する仕組みを考え
る必要がある（注1）。
○中小企業のOff-JTを代わって実施できる公的
教育訓練機関を整備する。高卒・大卒無業者と早

期離職者等ために、公共職業教育訓練施設の役割
を再確認する。訓練内容の最新化と講師陣の民間
企業からの派遣が必要である。
（本稿をまとめるにあたって多くの方々から貴重
なご意見をお聴かせいただきました。心から感謝
申し上げます。）

注
第1章
1.日本労働研究機構（1998）No.114による。苅谷
剛彦（1991）及び苅谷剛彦他（2000）参照。

2. 実際には就職後の早期離職率は高かった。就
職後の安定度は職業高校卒のほうが普通高校
卒よりも高い。日本労働研究機構（1996）
No.89．

3. 高卒男子で終身雇用の対象となる公務と大企
業（1000人以上規模）に就職する者は27%で、
そのうち定着者（卒業後6年まででみて）は60%
であるから、終身雇用につながる者は高卒者
の8%程度でしかないと指摘されている。日本
労働研究機構（1996）No.89．

4.日本労働研究機構（1996）No.89．
5.―（1998）No.114．
6.文部科学省（1994）。
7.後者については、これも高い回答を示す「自分
の興味・関心を伸ばせるような選択科目の充
実」と一致する保証はない。文部科学省
（1994）。
8.日本労働研究機構（1994）No.56.
9.「雇用管理調査」(1998年)によって企業の側か
ら大卒者の採用経路をみると、事務職と現業
職（主として販売職）については、「企業が主
催する説明会・セミナー」「就職情報誌」、次い
で「インターネット」（特に大企業）といった
自由応募による企業が多い。技術･研究職につ
いては、「大学・研究所の教授等の紹介・推薦」
による企業が最も多く、次いで自由応募によ
る企業が多い。これに次ぐその他の採用経路
としては、職種を問わず大企業では「リクルー
ター制」、中小企業では「公共職業安定所」が
あげられる。同じ調査によれば、大卒採用を経
営環境の変化に応じて増減する企業は6-7割に
及び、大卒者求人が短期的な見とおしで変動
することを示している。
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10.日本労働研究機構（1998）No.116.
11. 雇用･能力開発機構立大学校・短期大学校の
2000年3月の専門過程修了者3091人、うち就
職者1949人（自営41を含む）、進学者等1142
人（応用課程700、その他大学）、応用課程修了
者282人、うち就職者277人（自営3を含む）、
進学者等5人（2000年3月31日現在）。

12.文部科学省（1997）。
13.OECD（2000）。
14.高卒者の規模別就職者構成の変化による離職
率上昇効果は、92年3月卒と96年3月卒で比
較して、3年後の累積離職率差8.3ポイントの
ほぼ50%である。「雇用動向調査」によって92
年と99年の離職率を男女別・年齢別・規模別
に比較すると、男性は年齢計では各規模とも
上昇している。年齢別では19歳以下（在籍労
働者数は70%弱にまで減少している）と20-24
歳は主として1000人以上規模で上昇している。
女性は年齢計では30-99人規模を除いてむしろ
低下しているが、19歳以下（同じく60%に減
少）は全部の規模で上昇している。離職理由は
「個人的理由」（結婚、出産による離職率は上っ
ていない）ないし「本人の責」である。このよ
うな19歳以下の離職率の上昇については、100
人以上規模の企業では一般労働者（男女計で
しか分からない）の離職率が上昇しているが、
離職率の高いパートタイム労働者の入職割合
が男女ともに著しく増大したことが影響して
いる。一般労働者、パートタイム労働者別にみ
た離職率は、年齢計では規模別にみても92年
と99年とでほとんど差がない。

15.苅谷剛彦他（2000）。
16.日本労働研究機構（1996）No.89.
17.―（1999）No.129.
18. 文部科学省（1994）。
19. 1993年に実施された高卒6年目調査による設
問「これからあらためて仕事・勤務先を選ぶと
したら、次のようなことをどの程度重視しま
すか」に対する回答で、非常に重視されるのは
「仕事内容や自分の性格や能力が生かせるこ
と」であるが、会社の安定性、将来の発展の可
能性、賃金や労働時間についての重視度もき
わめて高い。日本労働研究機構（1996）No.89.

20.自己都合で離職した若年者（雇用形態計）の

転職理由では、「賃金が低かった」「賃金以外の
労働条件が悪かった」を合わせたものが最も
多く、次いで「満足のいく仕事の内容でなかっ
た」（特に19歳以下で多い）、そして「人間関
係がうまくいかなかった」「会社の将来に不安
を感じた」があげられる。厚生労働省「転職者
総合実態調査」（1998）。

21.文部科学省（1994）。
22.日本労働研究機構（1996）No.89.
23.就職希望在校生の25%程度は「自分が何に向
いているか分からない」と悩んでいる。文部科
学省（1994）。

24.上記注20に加えて、東京都立技術専門学校
（訓練校）修了者（96年度）が最初に就職した
会社を退職した理由の第1は「賃金・労働時間
等の条件が不満」であり、若年者対象コースで
はこの理由による退職が40%弱を占める。東京
都職業能力開発研修所。

25.総務省「労働力調査」。
26.なお一部の企業が大卒女子の能力を十分活用
していないこともあるから。

27.日本経済新聞2000年7月1日付け社説。

第2章
1.大学・短大入学者について過年度卒業者を3年
間遡って加算すると、大学・短大への進学率は
90年卒で41.2%（男子41.1%、女子41.4%）、97
年卒で50.4%（男子49.0%、女子51.8%）とな
り、7年間に10%ポイント弱上昇している。し
かしこのような計算では何がしかの重複計算
を避けられない。

2. 文部科学省の調査によると、専門学校への進
学希望は普通科の生徒では低く（男子7%、女
子13%）、職業科の生徒で高い（男子40%、女子
48%）。文部科学省（1994）。東京都立Ａ商業高
校では男子は自動車整備、女子は美容の専門
学校へ進学する生徒が多い。

3.各学歴別に求人倍率と進学率・無業率の関係を
求めた結果は次のようである（計測期間は
1990-2000年、高卒進学率のみ1991-2000年。括
弧内は標準誤差）。
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第3章
1.2001年度の定員は、雇用・能力開発機構立大学
校11校、短期大学校15校合わせて、専門課程
（短大相当）2430人、応用過程（大学相当）740
人、他に職業訓練校の指導員養成にあたる総
合大学校1校、220人。都道府県立短期大学校
７校、1400人。

2. 都道府県の職業訓練施設が実施する新規学卒
者向け訓練コース（中卒者2年、高卒者1年）
の2001年度の定員は、209校、20,000人。東
京都の訓練施設ではすでに職業を経験した若
年者（短大・大学卒業者を含む）がこのコース
を受講している。東京都職業能力開発研修所。

3.学習指導要領によれば、専門教育科目は25単
位以上だが、そのうち5単位まで、商業科は外
国語で、他の学科は普通教育に関する教科・科
目で充当できる。

4. 現実には職業科が進学を容易にするために総
合学科へ編成替えするケースが多いようであ
る。市川昭午他（1996）特別講演（天野郁夫）。
実際総合学科の卒業生の進路は、男子では商
業科の卒業生、女子では家庭科の卒業生の進
路に近い。

5.日本労働研究機構（1996）No.89.

6.―同上。
7.―（1998）No.116 による。
8. ここでも学歴評価で大卒との差が意識されて
いる。

9.職業能力開発大学研修センター（1995）。
10.生産現場の実習も含めて、教員の研修は計画
的に実施されている。

11.雇用職業研究所（1985）。
12.文部科学省（1997）。
13.複数受験した場合で大学・短大志望が最も強
かったのは、工業で男子33%、女子30%、商業
実務で男子37%、女子15%、教育・社会福祉で
男子25%、女子22%、文科・教養で男子24%、女
子21%に及ぶ。文部科学省（1997）。

14.日本労働研究機構（1998）No.114.
15.文部科学省（1997）。
16.東京都専修学校各種学校協会他（2000）。
17.文部科学省（1997）。
18.日本労働研究機構（1994）No.56.
19.―（1999）No.129.
20.―（1994）No.56.
21.厚生労働省「若年者就業実態調査報告」
  （1997）。
22.―「雇用管理調査」（1998）。
23.文部科学省（1994）。
24.―同上。

第4章
1.宗像元介（1979）。
2. 厚生労働省「民間教育訓練実態調査」各年。
3. 日本労働研究機構（1994）No.38.
4. 高等部を卒業すれば高卒の資格が得られる。
高度成長期にはおよそ1000人の入学者があっ
た。

5. 日本労働研究機構（1998）No.114.
6. 1999年4月現在の実施施設数は、単独職業訓
練事業所436、共同職業訓練実施団体1070。国
及び都道府県の助成措置がある。

7. 日本労働研究機構（1994）No.56.
8. ―（1992）No.20、（1993）No.44.
9. 小池和男（1991）。
10. 日本労働研究機構（1996）No.59.
11. ―（1998）No.108.
12. ―（1998）No.116.

区分 　ｍ 　ｂ 　R2

高卒男子 -7.899
(1.366)

65.301
(3.192)

0.807

高卒女子 -5.380
(0.878)

74.330
(1.579)

0.888

短大卒 -4.381
(1.112)

9.567
(0.976)

0.633

区分 　ｍ 　ｂ 　R2

高卒男子 -1.898
(0.223)

11.277
(0.526)

0.890

高卒女子 -3.127
(0.375)

13.935
(0.886)

0.885

短大卒 -16.236
(1.758)

28.800
(1.542)

0.905

大卒男子 -7.486
(1.529)

23.742
(2.834)

0.727

大卒女子 -8.713
(1.036)

31.569
(1.920)

0.887

（１）進学率（進学率＝ｍ×求人倍率＋ｂ）

（２）無業率（無業率＝ｍ×求人倍率＋ｂ）
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第5章
1.日本労働研究機構（1999）No.121.
2.技能検定は133職種について、主として上級技
能資格としての1級と中級技能資格としての2
級及び一部の職種については単一等級からな
る。1959年度の制度発足以降99年度までの合
格者累計は1級87万4千人、2級128万2千人、
単一等級5万4千人で、合格率は40-50％であ
る。逆瀬川潔（1997）参照。　

3.前記T社の「専門技能修得制度」は企業独自の
ものであるが、人事管理の一環としての技能
検定制度である。職業能力を開発する手段と
して、教育訓練の卒業試験として、企業内の処
遇上の資格として、その役割を有効に果たし
ている。なおT社では国の技能検定試験の受験
も奨励している。

4.日本労働研究機構（1999）No.121.
5.1999年度の認定講座は94機関、3200講座、受
講者数は7万人、制度修了認定試験の申請者は
制度発足から2000年度までの累計で約9万人
である。

6.逆瀬川潔（1997）。
7. この調査結果によれば、利用している企業の
割合は特に金融保険不動産業、建設業で高く、
70-90%に及ぶ。

8.日本労働研究機構（1997）No.71。労働力の流
動化が進んでいるアメリカでは企業内訓練は
企業にとってペイしなくなり、専門の教育機
関が設立され、またその学習効果を測定する
営利機関が別途設立されている。キャぺリ
（2001）。
9.日本経済新聞2001年8月24日付け記事。

結び
1. 技術者について同様の提案がなされている。
小池和男（1991）第1章（今野浩一郎）。
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