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「経団連撤退」の衝撃
　昨年 10 月に、経団連が「採用選考に関する指針」
の策定を、2021 年春入社以降の新卒学生を対象と
した採用以降は行わないと正式に発表した。
　これを受けて「就職活動ルール廃止」などの見
出しが躍り、中には新卒一括採用の終焉というニュ
アンスでこのニュースを伝える向きもあって、少
なくとも人事や採用に携わる人や、2021 年度以降
に就職活動を控えた学生とその保護者からは、か
なり耳目を集めるニュースになっていた。
　ただ、中身をよく読むと、要はルール作りを経
団連が行うのには違和感があるし、強制力もない
ので、これからは政府主導でルールを決めてくだ
さい、ということのようだ。1953 年に「就職協定」
としてスタートして以来、60 年以上にわたり続い
てきた新卒採用ルールは、最終的には採用市場に
おいて大きな存在感を持つ大企業がこれを遵守す
ることにより実効性が担保される面があるため、
経団連（遡れば統合前の日本経営者団体連盟（日

経連））が主導していたという印象が強かった。し
かし、実際には、企業・学校・政府などの協議の
上で決められてきたものであり、企業の元締めで
ある経団連が手を引いたから「就職活動ルールの
撤廃」というのは、いささか早計に過ぎる。現に
2022 年春入社の新卒採用は、「大学 3 年次の 3 月
1 日会社説明会等解禁、4 年次の 6 月 1 日採用選
考解禁、同じく 10 月 1 日内定解禁」という、現
行スケジュールを維持する方針が、すでに政府と
経済界、大学の協議で固まっているという。騒が
れている割にはまだ具体的に大きな変化が見えて
いるわけではないのだ。

新ルール対応の消耗戦
　筆者は 1985 年～ 1990 年、2000 年～ 2009 年の
採用活動に、前者は就職協定、後者は倫理憲章の
もとで採用担当として実務を行ってきた。当時か
らこれらのルールは、しばしば形骸化が指摘され、
その都度主に企業サイドが非難を浴び、厳格化や
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スケジュールの変更などが繰り返されてきた。個
人的に記憶に残っているのは 1987 年春入社（1986
年度卒）の採用シーズンで、「4 年次の 8 月 20 日
会社訪問・選考解禁、11 月 1 日内定解禁」のルー
ルが適用されたときのことだ。1976 年にスタート
した「10 月 1 日会社訪問解禁、11 月 1 日選考開始」
が、実質的にはそれまでの水面下での接触を経て、
10 月 1 日は最終的な入社意思を本命企業に伝える
ために足を運ぶ日になり果ててしまったことを受
け、「違反企業は社名を公開する」という圧力を受
けつつ、各社とも相互に動きを牽制しながら過ご
した不毛な夏のことは、今でも忘れることができ
ない。採用担当者にとっても消耗戦だったが、就
職活動に取り組む学生にとっても、厳しいシーズ
ンだったに違いない。折りしも円高不況で、輸出
企業では大幅な採用規模縮小傾向も見えている中
で、就職活動が実際にどう進むかの見通しは例年
以上に不透明だったはずだ。
　かくのごとく、大人の事情で「就職活動ルール」
がしばしば変わると、活動する学生は少なからず
混乱し、振り回される「被害者」の位置づけだ。
企業の採用担当者は、度重なるルール変更の原因
を作っている「加害者」なので同情されることは

少ないが、「指針」が変わると振り回されるのは学
生と同じだ。学校側は「学生の勉学を妨げないよ
うに」という正論の要望を出す側だ。ただ、「これ
ならすべての学生が納得する」というような決定
版のスケジュールがあるならば話は単純だが、そ
うでもないらしい。決定版のスケジュールがある
のなら、中長期的にはそこに収れんしそうなもの
だが、そうならないところを見ると、やはりそん
なものはないのだろう。最近では、2011 年、2013
年、2014 年と小刻みにスケジュールの変更が発表
された時期があった。当時の就活生にとっては活
動予定を立てにくく、不安が大きかっただろうが、
採用する側の企業、送り出す側の大学にとっても
実務的な負担は重かったはずで、これはかなり不
評を買ったに違いない。経済界、大学、関係省庁
などの要望を聞きながら指針を策定して加盟企業
に遵守を誓約させた揚げ句、その都度各当事者か
ら文句を言われる経団連が、「もうルール策定から
手を引く」と言い出しても不思議はない。

経団連撤退の背景
　経団連がルール策定の中心にいるように見えて
いたのは、会員として名を連ねる日本の代表的な
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図表　就活ルールの変遷

出所：各種資料をもとに筆者作成
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企業から「順守します」という言質を取らない限り、
ルールが有名無実になってしまうのは目に見えて
いる、という事情があったからだ。いわゆる大企
業が正式に内定を出さない限りは、採用戦線は終
了しないという前提のもとに、大企業サイドもあ
る程度ルールを遵守する動機があった。経団連会
員の大企業同士での、ある意味仕切られた中での
争奪戦を戦う上で、周囲を見渡しながら後ろ指を
指されない範囲で活動を行うというのが、会員企
業の行動様式であった。おそらくバブル期あたり
を境に、外資系企業を代表とする経団連非会員企
業が徐々に採用力を高めてきて、経団連を中心と
した当時の就職協定強化の動きは、これら非会員
企業への牽制の意味合いがあったと記憶してい
る。今は、経団連の非会員企業であって、そのルー
ルに縛られず、しかも会員大企業をしのぐ採用力
を備えた企業も増えたし、就活生の意識もずっと
多様化して、早期に採用活動を行う有力企業から
内定を得られれば、経団連スケジュールにのっとっ
た伝統的大企業への就職活動には参加しないタイ
プの学生も増えてきているはずだ。大企業の中に
もそうした実感があるからこそ、経団連のルール
を守ることのメリットが急速に薄れてきていると
いうことも、背景にはありそうだ。
　また、企業サイドとしては、現実的にはすでに
多くの企業が新卒のみを採用給源としなくなり、
また新卒採用においても秋採用・通年採用など時
期的な分散も図られている中で、新卒定期採用の
スケジュールのみが世間の耳目を集め、不毛な議
論が繰り返されていることに対しての違和感も
年々大きくなってきている。採用ルートや時期の
多様化が十分かどうかは議論のあるところだろう
が、企業としても定期採用一発勝負のリスクは十
分認識しているところであろうし、経団連でルー
ル化されたスケジュールの中で是が非でも採用目
標数を達成するというこだわりは、かつてほどは
強くなくなっているはずだ。

新卒一括採用はなくならない
　経団連指針の廃止をもって新卒一括採用の終焉
を予見する向きもあるが、それもまた極論であろ
う。新卒一括採用を諸悪の根源とばかりに敵対視
する人も少なからずいるが、何事も良い面と悪い
面の両方がある。新卒をその企業の DNA を受け
継ぐ存在として一から育てる職場力は、日本の組
織の競争力の源泉の一つであると筆者は考える。
もちろん、DNA の担い手は新卒だけであってはな
らないわけだが、新卒を育てるノウハウの継承が、
結果的には組織の DNA を必要な人に健全な形で
伝える原動力になるのではないか。
　また、一定の時期に社員の広い協力を得て、長
期的な視野でともに組織を担っていく人材の獲得
に取り組むことのメリットにも計り知れないもの
がある。リクルーターや面接官として自社を志望
する若者の話を聞くこと、彼らの目線に近づけて
自社を見直すことが、社員にどのような影響をも
たらすかを長年にわたって見てきた立場で言えば、
新卒採用は別の意味で効率が良いのだ。優劣を言
うつもりはないが、現場のニーズに合わせた即戦
力を求めがちな中途採用においては、あまりにも
目先のニーズにフォーカスして中長期的な視野を
失うと、新卒とは別のミスマッチが生じることも
ある。感覚的には両者のリスクに大きな差はない
というのが筆者の実感だ。
　「新卒一括採用はなくならないだろう」という見
方が指針廃止について述べた経団連会長のコメン
トにもあった。その前提に基づいて考えるなら、
2020 年から 2021 年にかけての新卒採用活動の状
況を踏まえて再び経団連主導のルールづくりや、
順守を担保する仕組みが復活する可能性も否定で
きない。企業の動き、就活生の動きも、すぐに大
きな変化があるとは思えず、冷静な対処が求めら
れる。すでに 2020 年春卒業の新卒採用の実質的
な決着もかなり早かったと言われており、現行の
スケジュールが就活生にとってどうだったのか、
秋採用の流れも含めて検証の必要があるだろう。
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