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I. 高等教育修了者の労働市場の移行調査



調査名 調査目的 調査対象
標本
サイズ

サンプリング 調査方式 調査項目

韓国
教育
雇用
パネル

青少年の教育経験と進

学、進路、職業世界へ

の移行などを把握して

有用な教育情報を提供

中学校

3年生、

高等学校

3年生

6,000人

学校の種類別
に100カ所を選
定して、1次に4
つのクラスを抽
出した後、クラ
ス当たり5人の
学生を抽出

パネル調査

毎年調査

学校生活、学
業成就、職業
観及び進路、
家庭環境、学
生評価など約

100項目

就業
統計
調査

教育市場と労働市場を
連携した様々な統計資
料を分析し、教育政策
の樹立、教育と関連し
た研究及び学生たちの
進路指導などに必要か
つ有用な基礎情報の提
供

毎年大学

卒業者

約 50
万人

全数調査

毎年調査
卒業者の
卒業後の
状況を
各大学で
調査

就職区分、専攻
の一致度、入職
経路、職業など

I. 高等教育修了者の労働市場の移行調査

1. 韓国の高等教育ー労働市場の移行統計調査の種類(1)
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調査名 調査目的 調査対象
標本
サイズ

サンプリング 調査方式 調査項目

修士・
博士の
調査

毎年新規に輩出される
国内修士、博士の養成

及び移行実態を調査し、
大学院の高度な人的
資源政策の樹立のた
めの基礎資料の収集

及び提供

修士号・

博士号を

持つ新卒者

約 10
万人

全数調査

横断面調査
（年2回）

各大学でアン
ケート調査とオ
ンライン調査

博士または修士
課程に関する事
項、卒業後の計
画及び就職状況、
博士課程、ポス

ドク及び
時間講師など

博士
人材
活動
調査

博士級専門人材の構
成、教育、職業活動、
国際流動性などの基本
的な指標ᆞ統計を生成
することにより、科学的
政策樹立の証拠として

活用

韓国国内に居
住する博士号

取得者

約 5
千人

博士号取得
者の居住世
帯について調

査

横断面調査
（3年周期)
面接調査

博士学位教育、
雇用状況、国際
モビリティ、研究
職経歴、一時的
研究職など

I. 高等教育修了者の労働市場の移行調査
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1. 韓国の高等教育ー労働市場の移行統計調査の種類(2)



2. 大卒者職業移動経路調査の概要

I. 高等教育修了者の労働市場の移行調査

 調査名: 大卒者職業移動経路調査

法的根拠

作成機関: 雇用労働部/労働市場分析と、
韓国雇用情報院/雇用パネル調査チーム

調査及び公表周期： 1年/1年

• 雇用政策基本法第17条に基づいて事業を推進
• 統計法第8条により、一般統計第327004号の承認に基づいて統計調査

調査方法

• 調査員が直接に回答者を訪問してその応答を記録する個別面接調査
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3. 調査チーム

韓国雇用情報院

雇用サービス戦略本部

戦略マーケティングチーム
雇用サービス振興チーム
生涯進路開発チーム
未来職業研究チーム
ワークネットチーム

雇用福祉チーム 青年雇用支
援チーム

雇用サービス力量
強化TFチーム

情報化本部

情報化企画チーム
情報インフラチーム
情報保安チーム
雇用保険チーム
能力開発チーム
外国人材チーム
データ管理チーム

不正受給監視TFチーム

雇用情報研究本部 企画調整室

研究企画チーム

雇用情報分析チーム

人材需給展望チーム

雇用事業評価チーム

雇用パネル調査チーム

企画予算チーム

人事教育チーム

経営支援チーム

対外協力チーム

チーム長1人
副研究委員2人
責任研究員6人

課長1人
研究員5人

I. 高等教育修了者の労働市場の移行調査
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II. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の
背景と目的



青年層（15-29歳）のうち、
大学卒業者の雇用悪化は
重大な社会問題の一つで、
これによる国家レベルの社
会経済的な損失と、当事者
及び親の心理的・経済的な
負担が加重されている状
況である。

従って大学卒業者のキャリア開発
及び職業（職場）移動経路を調査し、
DBを構築・分析する。そして教育と
労働市場との関係に関する信頼性
のある情報を提供し、高学歴の青
年失業問題を克服するための政策
樹立の基礎資料として活用するこ
とを目的に本調査を実施した。`

このような高学歴の青年失業問
題が深刻化するにつれ、大学卒
業後、労働市場への移行現況分
析を通じて、合理的かつ円滑な
労働市場移行を支援するための
多角的な政策対応を進めている。

II. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の背景と目的

1. 社会的背景
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2. 政策的背景

II. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の背景と目的

2004年：国務調整室の「人的資源開発∙研究開発企画団」で人材需給の体制改善の
ための課題に提示（2004年11月）されて議論

2005年：国務調整室の「人的資源開発基本計画（2005）」と、労働部の「人材需給イ
ンフラ構築」事業の一環として採用し、10月に「人材需給展望のインフラ改善方案」

に対する国務総理報告のうち、「大卒者職業移動経路調査」の推進報告

2006年：大卒者職業移動経路調査（GOMS）開始
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II. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の背景と目的

大学卒業者のキャリア開発と職業（職場）移動経路を調査して、DBを構築する
ことで、教育∙労働市場間の進入及び移動に関する基礎資料の提供及び人材
需給の不一致の緩和を図る。

青年層の大卒者の急減、大学の構造再編、教育情報公示制度の施行などの
高等教育政策が可視化されるにつれ、大学教育サービス市場の変化に対応
するための大卒者たちの労働市場進入と定着過程に対する実証的な資料提
供

 教育と労働市場との間の関係を把握し、労働市場進入及び移行に影響が与
えられる内容を調査し、労働政策及び人材需給政策樹立の基礎資料を提供

3. 調査目的

11



III. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の
調査設計と対象



III. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査設計と対象

本事業の開始年度である2006年に構築された2005GOMSは2004年8月及び2

005年2月の大学卒業者の約5％に当たる25,000人を目標に1次調査を実施

1次調査結果、合わせて26,544人の標本を構築し、2007年に第2次調査、2008

年に3次調査を終える。

2007年卒業者に対する大卒者職業移動経路調査（2007GOMS）からは、1次

調査及び2年後1回に限って追跡調査する短期パネル調査に調査設計を変更

1.調査設計(1)
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III. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査設計と対象

卒業年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2005年卒業生 ● ● ●

2006年卒業生

2007年卒業生 ▣ ◎

2008年卒業生 ▣ ◎

2009年卒業生 ▣ ◎

2010年卒業生 ▣ ◎

2011年卒業生 ▣

2012年卒業生 ▣

2013年卒業生 ▣

2014年卒業生 ▣

● パネル調査

▣ 1次調査

◎ 追跡調査

1.調査設計(2)
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III. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査設計と対象

2.  母集団

目標母集団の定義

• 統計名：「高等教育機関卒業者の就業統計調査」

- 大学から、約30％の卒業生名簿の提供を受ける

• 作成機関：韓国教育開発院

• 作成年度：毎年（最新活用した資料は、2014年度作成資料）

• 標本抽出のフレームに選定した理由

- 「高等教育機関の卒業者の就業統計調査」の資料は、2004年から実施しており、2006年か

らは一般大学院まで含めて約56万人に至る卒業生たちに対する全数DBを保有し、目標母

集団と最も一致する情報を提供できる資料である
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III. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査設計と対象

標本設計の方法及び過程

3. 標本設計

• 学科単位を層化変数に標本を割り当てることを基本とし、抽出する際に学校所在地、

学校の種類、性別などが考慮されるように確率比例系統抽出法を使用

• 学科単位別の標本サイズ配分法

- 学科（小分類）別の卒業者数を基準に比例配分、平方根の配分後、これを折衷

- 前年度の調査結果を活用して、学科別の就職率の変動係数（CV, Coefficient of Variatio

n）を考慮して配分した後、配分結果と折衷

- 標本フレームで、学科単位別に30人未満の場合は、全数調査を実施。配分結果が30人

未満の場合は、オーバーサンプリングを実施し、30人が割り当てられるようにする。
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IV. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の
調査方法



IV. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査方法

1. 調査方法

準備調査

• CATI(Computer Aided Telephone Interview)調査

• 韓国教育開発院で抽出した標本リストについてリストの正確性及び調査参加確認

のために1次的なCATIを実施

本調査

• TAPI（Tablet Aided Personal Interview）調査

• 調査参加意向者に対する面接員が世帯（職場）を訪問した後、タブレットPCを利用

して調査者と回答者が対面しながら回答を得る面接調査を実施
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IV. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査方法

2. 調査の流れ図

- 調査対象者の適合性確認： 留学、兵役義務、長期入院など
- 回答者本人かどうか確認： 名前、卒業年度

対象者の
確認

- 電話した理由と、本調査の趣旨を説明
- 調査方法の案内及び調査への参加を督励
- 参加可否及び拒否された場合、拒否理由の把握

調査案内と
参加督励

- 本調査のための調査対象者の反応、協調度
のチェック
- その他の特異点の記録

調査
協調度

- 面接員が世帯（職場）を訪問して
面接調査を実施

本調査の
実施
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IV. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査方法

3. 調査項目(1)

調査項目數: 約 420 項目

調査項目 調査目的

SQ。経済活動の状態を判別 雇用率、就職率、失業率など雇用関連指標算定

A. 現在の仕事
現在の仕事に関する質的、量的現況把握を通じた
実態分析

B. 求職活動 失業者の求職現状と今後の希望する仕事の調査

C. 非経済活動 潜在失業関連分析

D. 最初の仕事 最初の仕事への移行に関する実態分析

E.仕事の経験
最初の仕事と現在の仕事を除いて仕事の経験を通
して雇用移動関連分析実施

F. 学校生活 学校生活が就職に与える影響の分析

G. 卒業後進学経験 追加進学実態把握

H. 在学中の仕事の経験 在学中のアルバイトをする目的などの実態把握
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IV. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査方法

3. 調査項目(2)

調査項目 調査目的

I. 語学研修の経験と外国語の試験 外国語の能力が雇用に与える影響の分析

J. 卒業前の就職目標 在学中の希望職業と留保賃金分析

K. 就職準備やその他の事項 採用に影響を与えるさまざまな要因の分析

L. 職業能力向上教育訓練 職業能力向上のための教育と訓練の実態把握

M. 取得資格 資格保有が雇用に与える影響の分析

N. 試験の準備 公務員試験、専門資格試験の準備の現状把握

O. 青年雇用対策 青年雇用対策の成果分析

P. 個人情報 この研究の人口学的特性を把握
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IV. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査方法

-韓国雇用情報院のホームページ

オンライン広報

- 求人サイトのホームページ -GOMSホームページ管理

新聞掲載 大学広報 調査実施公文

- 報道資料の配布：
（2015年8月24日、東亜日報） - 各主要大学の掲示板にポスター掲示

- 雇用労働部、韓国雇用情報院の調
査への協力依頼文書配布

4. 調査広報
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IV. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の調査方法

卒業年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

調査者
数(%)

新規調査
26,544
(100%)

18,050
(100%)

18,066
(100%)

18,011
(100%)

18,078
(100%)

18,299
(100%)

18,250
(100%)

18,160
(100%)

追跡調査
23,941
(90.5%)

22,584
(85.1%)

14,732
(81.6%)

15,367
(85.0%)

14,799
(82.2%)

15,604
(86.3%)

性別
男性 14,218 10,251 10,527 9,647 9,581 9,736 9,323 9,528

女性 12,326 7,799 7,539 8,364 8,497 8,563 8,927 8,632

学校の
種類

2〜3年制 9,981 5,354 5,239 6,281 5,630 5,460 5,542 5,395

4年制 15,910 12,611 12,416 11,397 12,169 12,483 12,272 12,325

教育大学 653 85 411 333 279 356 436 440

圏域

ソウル圏 5,901 3,865 3,516 3,885 3,843 3,693 3,809 4,075

京畿、江原圏 6,746 4,775 4,827 5,263 4,562 5,180 4,699 4,711

忠清圏 3,733 2,533 2,744 2,546 2,734 2,510 2,842 2,904

慶尚圏 6,600 4,397 4,527 3,649 4,539 4,441 4,693 4,299

全羅・済州圏 3,564 2,480 2,452 2,668 2,400 2,475 2,207 2,171

5. 年度別の調査者の現状
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V. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の
活用



V. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の活用

 人材需給展望の基礎資料として活用

 青年及び高学歴失業問題に対する政策樹立の基礎資料として活用

 進路と進学相談のための客観的な資料として活用

 専攻と職種の不一致に関する研究の基礎資料として活用

 学校から労働市場への移行と定着に関する研究の基礎資料として活用

1. 主な活用分野
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V. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の活用

2. 主な利用者及び用途

雇用労働部、企画財政部など政府省庁：青年及び大卒者関連政策樹立の基
礎資料として活用

雇用情報院：人材需給展望の基礎資料として活用

地方自治団体及び傘下の研究所：地域雇用関連の研究や政策の策定に活用

各種研究機関：各機関で遂行する研究事業の分析資料として活用

大学院生：学位論文作成のための分析資料として活用

中・高等学校及び就職斡旋機関：進路及び進学相談のための客観的な統計
資料として活用（大卒者の就職情報）

国民：雇用関連の主要な問題に関する分析資料の提供（雇用イッシュ、雇用パ
ネルブリーフなど）
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V. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の活用

3. 秘密の保護とセキュリティ

 資料収集、処理及び保管過程

 資料の収集、処理及び保管過程での遺失、流出、毀損の防止

• （資料収集段階）統計法 第33条（秘密の保護）に基づいて秘密保護
• （資料入力段階）資料入力担当者からセキュリティ誓約書を受けて秘密保護
• （資料処理段階）個人情報処理委託契約書 第7条（受託者に関する管理・監督など）

に基づいて秘密保護
• （資料保管段階）韓国雇用情報院の統計管理規則に基づいて保管

 公布資料

• 個人が識別可能な調査項目を削除（出身大学名、居住地の住所、電子メール、電話
番号、事業体（企業体）名など

• 回答者別のID/PW付与：調査のためのプログラム接続の時、他人が該当プログラム
にアクセスできないように措置

• 調査結果の即時転送：調査の完了後に結果をタブレットPCから本社のコンピュータ
に即時送信することにより、タブレットPCの紛失、毀損等の場合にも調査結果を維持

• 資料処理の権限付与：資料処理及び保管と関連する該当者のみ権限を付与して資
料が遺失、流出、毀損されないように措置`
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V. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の活用

4. 政策面での適用事例(1)

大卒者の就業

のための支援

政策

人文系学生の

就職難及び就

職後の専攻不

一致の深化

• 2012年から産学連携に集中して大卒者の就職率を高めるために取り組んでいる

- 産学連携先導大学育成事業（Leaders in INdustry-university（college)Cooperation、

LINC）

• 大学生に対する就・創業支援機能が強化され、大多数の企業でLINC事業について

満足しているなどの成果がある。

• しかし、このような就業支援政策が雇用の創出及び量的な増加に焦点を当て、供給

者中心、理工系学生中心という問題が顕在化する。

• 青年層の就職難の深化の中で、特に人文社会系の学生の就職難と雇用の専攻不一

致問題が提起される。

• 大卒者職業移動経路調査を通じて確認した結果、人文社会系の学生の就職率と専

攻一致度が低かった（Oh, et al.、2014）。

• 人文社会系大卒者の就職率の低調、これによる人文社会系の回避現象深化及び人

文社会学の悪化懸念などにより、人文社会系の就職支援の強化要求
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V. 大卒者職業移動経路調査(GOMS)の活用

4. 政策面での適用事例(2)

人文系学生の

就職支援や

雇用の専攻

一致サポート

ポリシー

• 就労支援政策の改善方向

- 「雇用創出、供給者中心、理工系中心」の政策で「専攻不一致の解消など、雇用の質的改善、

需要者中心、就職困難学生支援」を中心に改善

• 青年就業アカデミー運営の改善

- 産業現場で必要とされる教育課程（理論と現場実習）を提供して現場に適応できる人材を養

成し、参加企業と連携した就職支援プログラム

- 既存の理工系中心の運営を改善して、人文社会特化モデルの運営、在学生中心のプログラ

ムに人文系学生は卒業生も参加資格を付与、人文系と理工系の間の融複合教育課程の運

営、人文系の学生を対象にした長期プログラムの運営などを改善

• 4年制大学の仕事・学習並行制度の運営を改善

- 大学の学期（前後期）と体系的な現場訓練を並行する企業連携型の長期現場実習制度（Ind

ustry Professional Practice、IPP）

- 対象大学を2015年に13大学から、2016年25大学、2017年60大学に拡大し、既存の理工系中

心から人文社会系まで拡大運営
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