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原 著

有名大学卒業者採用比率と組織特性の関連について
　　　　　　　　　　一制度論的アプローチを中心に一

平沢　和司

The　Effects　of　Organizational　Characteristics　on

　　Educational　Requirements　for　Employment

Kazushi　Hirasawa

Abstract

　　The　aim　of　this　paper　is　to　explaill　wh｝z　ill　Japall　employers　like　to　hire　graduates　froln

best－lmown　ulliversities．　The　answer　to　this　question　has　been　attempted｝，y　such　theoretical

frameworks　as　techllo－fullctionalism，　conflict　theory　and　institutiollal　approach．　However，

there　is　not　much　empirical　evidence　based　on　data　to　support　them．　We　analyzed　how　mally

the　243　top－ranking　companies　employed　from　12　besむknowll　universities　ill　April，1995．　The

results　show　that“public　trust”organizatiolls　employed　them　in　a　higher　ratio　than“lnarket”

organizatiolls　did　alユd　that　the　ratio　has　little　to　do　with　the　size　of　orgallizations．　They　also

suggest　that　illstitutional　approach　is　more　valid　to　answer　the　question　thall　techllo・

functiollalisDユ．

和文要旨

　本研究の目的は，雇用主が有名大学の学生を

どの程度採用しているかを企業の組織特性と関

連づけて明らかにすることにある。これに関し

ては従来から技術的機能主義，紛争理論および

制度論的アプローチによって理論的な説明がな

されてきた。しかしデータによる検証はなされ

ていない。そこで本研究では，唯一公開されて

いる毎日新聞社のデータを用いて，日本の有力

企業243社が1995年4月に採用した四年綱大

学卒業の学部生・院生のなかに，訓導帝大や早

慶など有名大学12校の卒業生がどの程度含ま

れているかを企業ごとに分析した。その結果，

有名大卒者の比率は市場組織よりも公的信用組

織のほうが高いこと，企業規模は有名大卒者の

比率に対して単独では影響を有しないこと，な

どが明らかになった。したがってこのデータは，

技術的機能主義ではなく制度論的アプローチを

支持することが示唆される。

キーワード：学歴社会，有名大学，新規大卒労

　　　　　　働市場，組織類型，制度論的アプ

　　　　　　ローチ

一般教育等

College　of　Medical　Teclmology，　Hokkaido　Ulloversity
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平沢和司

はじめに

　今日の日本社会では有名な大学の卒業生ほど

有力な企業へ就職するといわれている。たしか

に大学の有名度を大学入試の難易度（偏差値）

で，また企業の有力度を企業規模（従業員数）

で捉えて，大学別に新規学卒者の就職先の企業

規模を求めると，そうした傾向が確認される（平

沢1995：58）。これは就職や採用が行われる労

働市場を求職側から見た場合である。もちろん

労働市場は求人側からも見ることができる。す

なわち企業別にどのような大学から学生を採用

しているかを集計することである。ところがご

く少数の例外（竹内1989）をのぞいて，これま

での労働市場に関する社会学的な研究はもっぱ

ら求職側から市場を捉えてきた。その最大の理

由は求職側からのデータは比較的収集しやすい

のに対して，求人側からのデータはほとんど入

手が困難であったという点に求められよう。求

人側からのデータを入手しようとすれば企業を

対象に調査を行って採用した学生の大学名を尋

ねなければならないが，これは大学に学生の就

職先の企業名を尋ねる調査に比べて実現がはる

かに難しい＊1。とはいえ労働市場の構造やそこ

での選抜の機構は，労働市場を求職者と求人者

の双方から分析してはじめて明らかになろう。

そのためには今後は求人側からの分析を蓄積す

ることがぜひとも必要である。そこで本稿では

例外的に公表されている資料を用いて，有力企

業が旧帝大や三二などの有名大学の学生をどの

程度採用しているのかを，企業の組織特性（業

種や規模）に関連づけながら分析することにし

たい。

1．理論的考察・仮説

　企業はなぜ有名大学の学生を採用するのであ

ろうか。また採用した大卒者のなかで有名大卒

者の比率が高い企業とはどのような企業であろ

うか。これらの問いに対する答えは，機能主義

理論，紛争理論および制度論的アプローチに

よって異なっている＊2。

　機能主義理論や人的資本論によれば，学歴は

その個人のもつ生産性を表わすという（Beck－

er　1975）。つまり中卒よりは高卒のほうが，また

高卒よりは大卒のほうが，生産性が高いという

ことである。この考え方を縦の学歴のみならず，

横の学歴すなわち学校歴に敷街すればこうな

る。同じ大卒といっても，大学にはいろいろな

レベルがある。それを何によって計るのかはむ

つかしい問題であるが，日本ではその指標のひ

とつに当該大学の入学試験の難易度があろう。

もし入試難易度と生産性が相関していると考え

れば，入学試験の難易度が高いいわゆる有名大

学を卒業した学生はそうでない大学の卒業生よ

り生産性が高いことになる。したがって採用者

である企業はより有名な大学の卒業生を可能な

かぎり多く採用しようとするであろう。

　ただし機能主義理論の議論に立脚すれば，有

名大卒者をどれだけ多く採用するかはその企業

をとりまく技術的な環境に影響されると予想さ

れる。つまり技術的な変化が激しくより有能な

社員をより多く必要とする企業ほど，有名大卒

者が多いであろう。企業をとりまく技術的な環

境を，コリンズにならってここではふたつの組

織類型に即して考えることにする。すなわち製

造業や卸売業など製品やサービスを販売・提供

し利潤を上げることを最大の目的とする「市場

組織」と，公益事業や金融機関などサービスの

理念や社会的な信用が重要な「公的信用組織」

である（collins　1974：424）。それぞれにいずれ

の業種が含まれるかはのちに詳述するが，市場

組織のほうが公的信用組織より技術的な変動が

激しい環境にあると考えられるので，もし機能

主義理論が正しければ，

仮説1．各企業の有名大卒者採用率は公的信用

　　　　組織より市場組織のほうが高いであろ

　　　　う。

　しかし人的資本論の主張するように学歴や学
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校歴は生産性とほんとうに相関しているのであ

ろうか。それに対しては経験的な反証が存在す

る。たとえば渡辺（1987：56－8）は日本の商社

と建設業80社に関して，学校歴と生産1生（ここ

では1人あたりの売上額）やその上昇率との問

には相関がみられない，建設業ではむしろ逆相

関すらみられる，としている。つまり有名大卒

者を多く採用する企業がかならずしも生産性が

高いとはいえないということである。もしそう

であるならば企業はなぜ有名大卒者を採用する

のであろうか。それには学歴と生産1生の相関を

前提としない紛争理論の考え方が参考になろ
う。

　コリンズはカリフォルニア州にある従業員数

100人以上の二仏309社（事業体）に関して1967

年に調査を行いつぎのような知見をえた（Col－

lills　1974：427－31）。11の職種ごとに採用にあ

たって最低限必要な学歴（6段階）を各企業に

尋ねたところ，学歴の要求水準がもっとも高

かったのは公的信用組織で，なかでも企業規模

が大きく全国的に有名で内部が官僚制的な組織

であった。つまり機能主義理論の予測とは逆に，

技術変動が激しい市場組織よりもそれが小さい

公的信用組織のほうが，より高い学歴を求めて

いたのである。その理由をコリンズは，公的信

用組織が高い学歴を求めるのは，学歴の高い者

のほうが公的信用組織にとって重要な服務規律

を遵守し雇用主に対して忠実であるからだ，と

説明している。要するに機能主義理論によれば

学歴は生産性を表わしているのに対し，紛争理

論によれぽ学歴は雇用主に対する忠誠心を表わ

していることになる。しかし，この紛争理論は

階級によって意識や行動が顕著に異なる社会を

前提にした理論であることを忘れてはならな

い。日本は国民のおよそ9割が中流を自認する

階級差の見えにくい社会である。したがってコ

リンズの紛争理論をそのまま日本に適用しても

よいであろうか。

　この点で示唆にとむのが，近年いわゆるク

ローズド・システム論やコンティンジェンシー

理論に代わって注目されている，マイヤーを嗜

矢とする制度論的アプローチの組織論＊3であ

る。その基本的な考え方はこうである。近代社

会には技術上の必要性や効率性とは無関係に，

組織が受容せざるをえない合理化された制度的

な規則やフォーマルな構造が存在する。組織は

それらを取り込み，その構造に同型化すること

によってはじめて社会的な正統性を得ることが

でき，その結果生き残りの見込みを高めるので

ある，と（Meyer　1977）。したがって制度論的ア

プローチによれば，企業が有名大卒者を必死に

採用しようとするのは，有名大卒者が生産性が

高いからでも経営者に忠実だからでもない。有

名大卒者という社会的に正統性をえた要素つま

り制度的な規則を取り込むことによって組織の

生き残りを図ろうとしているからだ，というこ

とになる。逆に有名大卒者の取り込みに熱心で

ない組織は，いくら効率的な組織であっても，

社会的な正統性に欠けどこかいかがわしいとの

評価を受けやすい。つまり企業にとっては，た

とえば「東大卒」の学生を採用できたという事

実それ自体に意味があることになる。とはいえ

竹内（1994：22－3）によれば，すべての組織に

こうした制度的環境の圧力が等しくかかるわけ

ではない。制度的環境の圧力が強くかかる組織

はコリンズのいう公的信用組織に，他方で技術

的環境の圧力が強くかかる組織は市場組織にそ

れぞれ対応している。また組織の規模が大きく

なれば制度的環境の圧力が強くなる，という。

したがって，もし制度論的アプローチが正しけ

れば，

仮説2．各企業の有名大卒者採用率は市場組織

　　　　より公的信用組織のほうが高いであろ

　　　　う。

仮説3．各企業の有名大卒者採用率は企業規模

　　　　が大きいほど高いであろう。

　仮説2と仮説3を竹内は提起しているが，実

証は行っていない。そこで本稿ではこれらの仮

一73一



平沢和司

説をデータによって検証することにしよう。

2．デ　一　タ

（D　分析対象企業

　全国の8証券取引所に上場している日本企業

ならびに日本証券業協会に店頭登録している日

本企業は2，904社（1995年9月現在）ある。こ

れらに非上場の有名企業約200社を加えたおよ

そ3，100社が，今日の日本の有力企業といえる

であろう。本来であれば本稿の分析には，これ

らすべての企業に関してどの大学から採用した

かを示すデータが必要である＊4。しかし前述の

ようにそのようなデータは見当たらないし，そ

れに近いものも一般には公表されていない＊5。

そこで一般に入手可能な毎日新聞社（1995）＊‘

をここでは用いる。これは毎日新聞社が企業を

対象にアンケート調査を行い，1995年4月に各

企業に入社した新規大卒者をその出身大学別に

集計したものである。そこには四年制大学の学

部卒業者のみならず，大学院修了者も含まれて

いる。これは各企業別に採用大学名がわかる入

手可能な唯一のデータである。

　ただし，このデータには前述の有力企業およ

そ3，100社のうち243社＊7しか掲載されてい

ない。しかもそれらはさきの3，100社（母集団）

からランダムにサンプリングされたわけではな

い。したがってこのデータから得られた知見は，

あくまでもこのデータに掲載されている企業に

関するものである。そこからの過度な一般化は

慎まなければばらない。ただし参考までに，こ

のサンプル（243社）の特微を述べておく。第一

に業種ごとの企業数がサンプルと母集団とでは

一部乖離していることである。そのため母集団

では全体の14．0％を占めるにすぎない公的信

用組織がサンプルでは25．9％を占めている。第

二に採用者の職種がわからないことである＊8。

第三に同じ大卒でも男女は別個の労働市場を形

成しているとも考えられるが，その区別がこの

データにはないことである。また母集団から標

本がランダムにサンプリングされていないの

で，検定を行っても意味がないのかもしれない

が，以下の分析ではひとつの目安として検定結

果も付記した。

（2）変　　数

　有名大学とは，旧七帝大（北海道，東北，東

京，名古屋，京都，大阪，九州大学），一橋大学，

東京工業大学，お茶の水女子大学，早稲田大学

および慶応大学の12大学とした。これらの大学

は，機能主義の考え方に立って入学試験の難易

度が高い（入学試験の偏差値が最低62から最高

78まで）ことと，綱度論の考え方に立って一般

に有名大学と認識されていることから選んだ。

　採用者総数（t）とは，四年制大学の学部か大

学院を卒業して1995年4月1日に採用された

者の各企業ごとの総数である。

　有名大卒者数（y）とは，各企業の採用者総数

（t）のなかに含まれる有名大学出身者の数であ

る。

　有名大卒者率（p）とは，採用者総数に占める

有名大卒者数の比率（y／t）である。

　企業規模の指標には従業員数を用いた。従業

員数は役員・臨時雇用者をのぞいた！995年の数

値で，毎日新聞社（1995）によった。ただしそ

こに掲載されていない企業については東洋経済

新報社編（1995）によった。分析では必要に応

じて自然対数をとった。

　業種は，証券取引所が1993年から導入した新

業種分類（33業種）に従った。ただしそこでは

「その他製品」か「サービス業」にふくまれてい

る「放送・新聞・出版」を独立させ，本稿では

業種を34に分類した。さらにそれらをコリンズ

（1974：424）を参考に，以下のような組織類型

（市場組織と公的信用組織）に分けた。

市場組織（23業種）：水産・農林業，鉱業，建設

業，食料品，繊維製品，パルプ・紙，化学，ゴ

ム製品，ガラス・土石製品，鉄鋼，非鉄金属，

金属製品，機械，電気機器，輸送用機器，精密
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機器，その他製品，倉庫・輸送関連業，卸売業，

小売業，その他金融業，不動産業，サービス業。

公的信用組織（11業種）：医薬品，石油・石炭製

品，電気・ガス業，陸運業，海運業，空運業，

通信業，銀行業，証券業，保険業，放送・新聞・

出版。

3．分 析

（1）組織類型（業種）と有名大卒者率

　まず仮説1，2を検討するために，業種によっ

て有名大卒者率に違いがあるかどうかみてみよ

う。表1は業種ごとに有名大卒者率の平均を算

出し，全体34業種のうちその上位5業種と下位

5業種とを示したものである＊9。それによれば

有名大卒者率は，もっとも高い「海運業」の

72．5％からもっとも低い「小売業」の5．6％まで

に分布している。注目されるのは上位4業種は

いずれも公的信用組織であるのに対し，下位5

業種はいずれも市場組織であることである。で

はなぜそうなるのか。表1によれば，公的信用

組織（上位4業種）も市場組織（下位5業種）

もいずれも有名大卒者数の平均は10人から20

人前後でそれほど違いがない。それに対して採

用者総数では公的信用組織は少なく，市場組織

の60人から100人前後をはるかに下回ってい

る。つまり公的信用組織は有名大卒者数は市場

組織とあまり変わらないのに，採用者数自体が

少ないために，結果的に有名大卒剛率が高く

なっているのである。

　そこでつぎにデータ全体で，公的信用組織と

市場組織とで有名大卒者率を比較してみると表

2のとおりである。それによれば市場組織に含

まれる企業では1社平均で有名大卒者率が

23．1％であるのに対して，公的信用組織では

41．6％とかなり高いことが明らかである。この

ように公的信用組織が市場組織より有名大卒者

率が高いのは，さきに述べたとおりである。つ

まり採用者総数では公的信用組織は市場組織よ

表1　有名大卒者率上位5業種と下位5業種

業　　種 組織類型
有名大卒熱望
（業種平均）

有名大卒者数
（業種平均）

採用者総数
（業種平均）

海運業
石油・石炭製品

陸運業
放送・新聞・出版

ゴム製品

公的信用組織

公的信用組織

公的信用組織

公的信用組織

市場組織

72．5％

67．8

56．5

50．1

46．5

8．0人

14．0

10，3

17．O

lO．7

1LO人
21．0

20，7

33．7

20．6

鉄　　鋼

電気機器

その他製品

その他金融業

小売業

市場組織

市場組織

市場組織

市場組織

市場組織

17．2

15．1

11．1

10．1

5．6

12．4

11．4

21．9

9．3

7．9

99，8

60，2

109．1

77．0

90．6

表2　市場組織と公的信用組織の比較

組織類型 企業数 有名大卒者率
有名大卒者数　　採用者総数　　従業員数（Log従業員数）
（1社平均）　　（1社平均）　　　　　（1社平均）

市場組織
公的信用組織

180社

63

23．1％

41．6

13．8人

18．6

68．3人

59．3

5，639人（8．3）

4，055　　　（7．8）
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り1社平均でおよそ9人少ないのに，有名大卒

者数では逆におよそ5人多いために，有名大卒

者率では市場組織を大きく上回ることになるの

である。以上から有名大卒者率に対して，組織

類型は影響を与えていると考えられる。

表3　ロジスティック回帰分析表

変数 回帰係数β

（2）企業規模と有名大卒高率

　つぎに仮説3を検証するために，企業規模（従

業員数そのままと自然対数をとった従業員数）

と有名大卒者率との相関係数をとると一〇．03

（従業員数の自然対数をとっても一〇．06）でまっ

たく相関がない。つまり企業規模は有名大卒者

率に関連がないと考えられる。しかし以上の分

析は組織類型と企業規模とを同時に考慮したも

のではない。両者の相乗効果も考えられる。そ

こでつぎに多変量解析によってより精緻な分析

を行うことにしよう。

（3）ロジスティックモデルによる回帰分析

　ここでは有名大卒雷丸を従属変数に，組織類

型と企業規模を独立変数にして重回帰分析を行

い，独立変数を相互にコントロールしたうえで

個々の効果を計ることにした。ただし従属変数

が比率のため，通常の線型回帰分析を行うのは

適当でないので，ロジスティック回帰分析を試

みた＊1Q。表3からは以下の点が読みとれよう。

第一に「組織類型」の回帰係数がプラスである

ことから，市場組織よりは公的信用組織のほう

が企業規模（従業員数）が同じでも，有名大卒

者率が高いことがわかる。第二に表中の（）

でくくった係数をみると，市場組織に比べて公

的信用組織は企業規模が同じでも有名大卒者の

比率が25．1％高いことが示されている。第三に

企業規模（従業員数）は回帰係数がきわめて小

さいことから，単独では有名大卒者率に対して

影響を与えていないといえる。しかし第四に，

組織類型と企業規模の交互作用項は有意なこと

から，特定の組織類型と組合わさった場合にの

み企業規模は有名大卒者率に対してマイナスの

〈従属変数＞

log（P／ユーP），　P：有名大卒者率

〈独立変数〉

組織類型（0：市場組織，1：公的信用組織）　1．412＊＊＊（．250）

企業規模（自然対数をとった従業員数）　　一．001

組織類型と企業規模の交互作用　　　　　一．127＊＊＊（．023）

切片　　　
，072桝

モデル全体　κ2；2323．9＊＊＊　P（全体）＝．23，11嘉15879

1，＊＊＊：〈．001。

2．（　）内の係数はβ・P・（1－P）により算出し，独立

　変数が1単位変化したときのPの変化率を表わす。
3．SAS（ver　6．〔〕8）による。

効果をもっていると解釈できる。そこで組織類

型別に企業規模と有名大卒者率の関係を調べる

と，組織類型が公的信用組織の場合のみ企業規

模が小さいほど有名大卒者率が高い傾向が見い

だされた＊11。

4．結論に代えて

　以上の243社の分析から得られた結果を約言

すれば以下の通りである。①各企業の有名大卒

者率は市場組織より公的信用組織のほうが平均

的に高い。②企業規模は単独では有名大卒者率

に影響しない。③有名大卒者率に対しては，企

業規模をコントロールしても組織類型が影響し

ている。したがってこのデータに関しては，仮

説2（各企業の有名大卒者採用率は市場組織よ

り公的信用組織のほうが高いであろう）のみが

成り立つと考えられる。これは技術的機能主義

ではなく，制度論的アプローチの妥当性を示唆

する結果である。

　最後に本研究で得られた知見が示唆すること

と残された課題についてまとめておこう。第一

に本稿では有名大卒者率を組織特性に関連づけ

てある程度は説明しえた。とはいえここで用い

た組織類型と企業規模のほかに，たとえば業界

内でのシェアや有名度，創業や設立時からの年
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有名大学卒業者採用比率と組織特性の関連について

数，旧財閥系企業か否か，生産性などの組織特

性を有名大卒者率を説明する要因としてモデル

に組み込む必要があろう。また採用は景気に左

右されやすいので複数の年度を検討するととも

に，対象を行政機関にまで拡大することも求め

られる。

　第二にさきに述べたように，各企業の有名大

卒者率は市場組織より公的信用組織のほうが平

均的に高い傾向にあることをデータによって明

らかにした。ただしそれがなぜなのかはここで

の分析だけでは明らかではない。制度論的アプ

ローチの主張するように公的信用組織のほうが

制度的環境の圧力が強いために，有名大卒者を

多く取り込むことによって社会的正統性を得よ

うとしているといえるであろうか。というのも

有名大卒者はそうでない大卒者に比べて絶対数

がきわめて少ないのに需要が大きいから，いず

れの組織も彼らを採用できる実数はおのずと一

定数に限られてくる。しかもこのデータでは公

的信用組織は市場組織より規模が小さいために

大卒採用者総数も少なくなる傾向があるので，

有名大卒者率が高くなっているにすぎないのか

もしれないからである。これは両組織の有名大

卒者に対する選好が同じでも起こりうる現象で

ある。したがって，雇用主がそもそもなぜ有名

大卒者を採用するのかをより明確にしなければ

ならない。その際には制度論的アプローチのほ

かにも，たとえば訓練費用の安い者から採用す

るというサロー（1975）の訓練可能性説なども

含めて検討し，さらに雇用主への聞き取り調査

も必要になろう。そのとき雇用主自身も有名大

卒者を採用しようとする意図や効用が明確でな

いにもかかわらず制度的圧力によってそうせざ

るを得ないのであれば，それこそ制度論的アプ

ローチの有効性と妥当性が立証されることにな

るのだが。これらの点はより良質なデータの確

保や組織類型の再検討とともに二丁であらため

て検討したい。

［謝辞］ロジスティック回帰分析に関して，大津

起夫助教授（北海道大学文学部）から有益なご

助言をいただいたことにふかく感謝したい。ま

た本研究の実施にあたっては平成7年度北海道

大学医療技術短期大学部研究助成金を受けた。
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7

　　　　　　　　注

もちろんすべての大学ごとにすべての学生の

就職先がわかるデータがあれば，理論的には企

業ごとに学生の出身大学を逆に集計すること

はできるはずである．しかしそうしたデータは

存在していない．

ここでとりあげる3理論の整序は竹内（1994）

に負うている．

マイヤーの理論を実証的に検証した研究は，日

本ではたとえば藤村（1995）を参照．

ダイヤモンド社編（1995）を用いれば，これら

ほとんどすべての企業について，役員について

は出身大学がすべて把握できるが，一般社員に

ついてはそうしたデータは見当たらない．

ある民間調査会社が現状では理想にもっとも

近いデータを作成しているが，公表はされてい

ない．しかし当該年度ではないが，その一部に

ついては入手し分析を始めている．

このデータは報道機関が収集したデータであ

るが，各社の採用総数は東洋経済新報社（1995）

のデータとほぼ一致しているうえに，10年近く

の蓄積があって，他の学術論文にも用いられて

いる．よって本稿でも用いた．

毎日新聞社（1995）のデータには，本稿で分析

に用いる233社（以下ではAデータという）の

ほかに187社（Bデータ）についても同様の情

報が掲載されている．ただしBデータは毎日新

聞社が調査したものではなく，各大学が学生の

就職先を調査したものを，企業ごとに出身大学

別に再集計したものである．しかもそこにはA

データと異なって大学院卒者が含まれていな

い．したがってBデータはAデータとは直接比

較できないうえに信頼性に劣ると考え分析に

は含めなかった．ただしAデータには「鉄鋼」

「非鉄金属」「証券業」「その他金融業」に分類さ

れる企業が含まれていない。そこで母集団の業

種別企業数に比例するように，それらの4業種

に該当する企業12社をBデータのなかからラ
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　　ンダムに選んでAデータに加えた．またもとも

　　とのAデータのなかから非上場の非全国企業

　　2社をのぞいた．その結果，最終的な分析対象

　　は243社（＝233社十12社一2社）になった．

　　またコリンズの分析とは異なってここでの公

　　的信用組織には行政機関は含まれていない．

8　技術職と営業職・一般職との区別がわかれば，

　　あるいは少なくとも出身学部が理系か文系か

　　がわかれば，当該企業がそれをとりまく技術的

　　変化にどのように対応しているか，ひいては機

　　能主義の仮説に対するコリンズの反証がここ

　　でも成立するかどうかをより精密に確認でき

　　るはずであるが，この点は今後の課題とする．

9　業種によっては含まれる企業が2，3社しかな

　　いものもあり，平均をとっても意味がないばあ

　　いもある．しかし標本が小さいためこれはやむ

　　をえない．

10　このモデルはモデル全体のカイ日乗値が凹き

　　く，尤度比適合性の検定が有意なので，データ

　　はこのモデルとよくフィットしているとは残

　　念ながらいえない．また以下の分析結果は，組

　　織類型と企業規模のみを説明変数と考えたと

　　きの結果であって，それ以外の要因を考慮に入

　　れると結果が大きく異なることがありうるこ

　　とに留意する必要がある．

11　組織類型が公的信用組織のばあいのみ企業規

　　模が小さいほど有名大卒者率が高くなる傾向

　　がみられるひとつの理由は，公的信用組織に

　　「放送・新聞・出版」業界がふくまれていること

　　にあろう．この業種の1社あたりの平均従業員

　　数は2，063人で，34業種中3番目に少ない．

　　31），広島大学大学教育研究センター，57－68，

　　1995．

毎日新聞社：サンデー毎日，1995年7月16日号，
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