フリーター︑ニート問題のこれから
望まれる対策とは？
―
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いまのうちに対策が必要であろう︒
では︑何をすればよいのか︒正しい道
は︑若者が職業訓練をとおして能力を
伸ばし︑良い雇用につけるようにする
ということかもしれない︒しかし︑Ｏ
ＪＴ以外の形で︑はたして効率的な職
業訓練は可能なのであろうか︒
あるいは︑これを格差問題一般に広
げて︑たとえば最低賃金の引き上げと
か︑均衡処遇の義務化というような労
働政策の問題として対処するという意
見もすぐに出てきそうだが︑冷静に考
えると副作用が大きすぎるであろう︒
この問題は︑﹁運の悪かった﹂人たちを
ターゲットとした政策︵所得税の減税︑
公共料金の減免︑新規採用への補助金
など︶によって対処すべきものではな
かろうか︒
もちろん︑これを実際に政策として
進めるうえでは︑理論的な問題︵たと
え ば 法 の 平 等 に 反 し な い か ︶︑ 政 治 的
な問題︵多くの有権者の支持を得られ
るか︶が残されている︒しかし︑エス
タブリッシュメント側にいる者は︑苦
境にある若者を見捨ててはいない︑と
いうメッセージを送り続ける必要はあ
る︒
これは決して若者を甘やかすことで
はない︒何よりも︑エスタブリッシュ
メント側の者のためのことなのだ︒

大内伸哉

在のような売手市場のときに卒業した
人は充実した職業人生を送ることがで
きる︒買手市場のときに卒業した人で
あれば︑その逆ということである︒
自分が卒業した年に景気が良いかど
うかは︑本人がコントロールできるこ
とではない︒たまたま運悪く不況時に
卒業したから不幸になるというのは︑
不公平である︒こんなアンフェアな社
会はリセットしたほうがよいと真剣に
考える者が出てきてもおかしくない︒
バブル崩壊後︑一九九三年くらいか
ら二〇〇四年くらいまで続いた就職氷
河期︒大卒でいえば三〇歳前後の若者
たちが︑そのあおりを受けた︒ニート
問題の発生の要因でもある︒正社員を
減らすと当時の日経連が宣言したとき
︵一九九五年の﹁雇用ポートフォリオ﹂︶︑
そして一九九九年に労働者派遣法の規
制緩和が進められたとき︑彼らはちょ
うど就活の時期だった︒いったん非正
社員になると︑なかなか脱出できない︒
景気が良くなっても︑自分たちよりも
若い新卒を会社は好む︒フリーター歴
なんて︑なんのキャリアにもならない︒
こうした若者が絶望感を抱えたまま年
を重ねていく︒悪いのは経営者だ︑規
制緩和を進めた政治家や官僚だ︑資本
家よりの学者だ︑なんてことになりか
ねない︒

神戸大学大学院法学研究科教授
よい︒ただ︑今の若者は自分たちの命
を賭すというのはイヤがるだろう︒も
う少しスマートに行動したがるだろう︒
若者がホリエモンを賞賛したのは︑彼
が自らの才覚だけで︑のしあがろうと
したからだろう︒ただ︑彼のような人
は例外中の例外である︒しかも結局は︑
刑務所の塀の上を歩かなければならな
かった︒そこで︑赤木氏のように︑ど
うせなら︑みんなが平等に不幸になる
戦争のほうがよいという主張が出てく
るわけである︒
彼らの主張をまともに聞こうとする
ことは︑馬鹿げたことのように思える
かもしれない︒フリーターで将来の展
望をもてないのは︑自己責任だろ︑な
んていう声も聞こえてきそうである︒
でも︑本当にそうであろうか︒赤木氏
たちがフリーターにとどまっているこ
とについて︑彼らにどれだけ大きな責
任があるのだろうか︒もし彼らに大き
な責任がないのなら︑社会が自分たち
に手をさしのべるべきだという主張に
も一理あることになる︒
日本労働研究雑誌の二〇〇七年一二
月号に興味深い論文があった︒太田聰
一・玄田有史・近藤絢子﹁溶けない氷
河 世
―代効果の展望﹂だ︒それによる
と︑学卒時点の就職状況は持続的効果
をもつというのだ︒平たく言うと︑現

Business Labor Trend 2008.4

若者のリセット願望にいかに対処するか
あのホリエモンは︑著書の中で︑若
者が中心になって社会をリセットすべ
きだと述べていた︵堀江貴文﹃稼ぐが
勝ち﹄︵光文社︶
︶︒閉塞感を感じている
若者に︵危険な︶希望を与えるセリフ
だ︒最近では︑赤木智弘﹃若者を見殺
しにする国﹄︵双風舎︶もある︒三〇代
そこそこのフリーターが︑自分の将来
を悲観し︑世間の無理解を嘆きながら︑
戦争待望論を唱えたものである︒戦争
が起これば︑いま社会のエスタブリッ
シュメント側にいる者と立場を逆転さ
せることができる︒あの丸山真男です
ら︑軍隊では︑はるかに知性も教養も
学歴も劣る上官に顔をひっぱたかれて
いた︑というのである︒
私のような中年大学教授も︑若者か
らみると︑エスタブリッシュメント側
に分類されるのかもしれない︒私は︑
自分の地位に恋々とする気持ちはない︑
というきれい事を言うつもりはない︒
いや率直に言うと︑エスタブリッシュ
メントなどというのはおこがましいが︑
いまの地位を失いたくはない︒社会の
リセットは迷惑千万だ︒
政治的な力がない者が社会をリセッ
トしようとするとき︑革命やテロとな
る可能性がある︒昭和恐慌の影響を引
きずる時代に︑青年将校による﹁二・
二六﹂事件が起きたことも想起すれば
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員︑契約社員を含めた非正規雇用者の
比率はこのところ減っている︒しかし︑
その比率は︑水準としては過去に比べ
てなおかなり高い︒さらに︑二五〜三
四歳層では︑フリーター比率︑非正規
雇用者比率は二〇〇七年も上昇を続け
た︒なかなかフリーターから抜けられ
ない人が多いことを窺わせる︒フリー
ターの年長化である︒また︑二五〜三
四歳男性のうち年収が二〇〇万円未満
の低所得者の比率をみると︑二〇〇二
年は一一・五％であったが︑二〇〇六
年には一三・七％となり︑二〇〇七年
は 一 四・ 三％ と さ ら に 上 昇 し た︵
﹁労
働力調査﹂︵総務省︶︶︒この年齢層では︑
景気拡大が続いた中で︑ワーキング・
プアはむしろ増加気味なのだ︒
このようにフリーターやワーキン
グ・プアの問題は︑景気に影響される
が︑それだけではない︒何か大きなト
レンド的な動き︑例えば︑グローバリ
ゼーションや技術の変化が底流にある
からなのかもしれない︒あるいは︑い
ったんフリーターになってしまうとな
かなか脱することが難しいという﹁履
歴効果﹂があるのかもしれない︒
景気に頼りきれないことがわかって
きたのだから︑フリーターやワーキン
グ・プアへの政策的支援は︑これまで
考えられていた以上に拡充する必要が

太田

あるということになるだろう︒最も重
要なのは能力開発政策である︒ワーキ
ング・プアとなっている非正社員︑フ
リーターには十分な教育訓練の機会が
ないからである︒企業は能力開発投資
を回収できる正社員には教育訓練を行
うが︑非正社員には行わない︒しかも︑
そのことから企業は正社員経験のない
人を雇いたがらない︒そうすると︑い
つまでも機会が生まれない︒そういう
一種の悪循環がある︒
意欲があるのに機会がないためにそ
の力を発揮できない人たちがいるとす
れば︑本人たちにとってロスであると
ともに︑これから高齢化がますます進
む社会にとってもロスである︒個々の
企業が能力開発を行わないのであれば︑
社会全体として︑非正規雇用者︑ワー
キング・プアの能力開発を支援するよ
うな仕組みが必要である︒例えば︑個
人に対する能力開発のバウチャー給付
や貸付制度などだ︒また︑未熟練の者
を一定期間雇って訓練する企業に助成
する︑特に訓練後に正社員として採用
するような企業に助成することなども
考えられる︒
この点︑政府が始めたジョブカード
はフリーターに能力開発の機会ととも
に︑資格証明を与えるものだ︒企業は
フリーターであるというだけで雇いた

日本総合研究所主席研究員

がらない傾向があるようだ︒相手のこ
とがすぐにはよくわからないから経歴
で判断せざるを得ないのだろう︒そこ
で資格が重要になる︒もちろんジョブ
カードも万能ではないが︑最初の一歩
として評価されるべきものと思う︒
雇用保険で失業者の生活を支えるよ
うな﹁消極的労働市場政策﹂に対して︑
能力開発政策は﹁積極的労働市場政策﹂
と言われる︒日本は先進国の中で︑﹁積
極的労働市場政策﹂への支出がかなり
小さい︒非正規雇用者やワーキング・
プアへの対策としてもその拡充が望ま
れる︒

清

景気回復だけでは解決しないフリーター問題

フリーター問題を格差問題やワーキ
ング・プア問題という面から考えてみ
る︒フリーター問題︑特に年長フリー
ター問題は︑景気の回復・拡大だけで
解消されていくものではないので︑能
力開発を基本とした地道な対策にもっ
と力を入れる必要があるということを
述べたい︒
日本における格差の拡大は︑主に非
正規雇用の拡大によるのであり︑特に
若い人の問題が大きい︒それは︑一九
九〇年代後半からの経済︑景気の停滞
によるものであり︑従って景気が回復
すれば︑問題はかなり解決するという
期待もあったようだ︒
しかし︑景気の影響は小さくはない
が︑それだけではないということが︑
最近明らかになってきている︒日本経
済は六年間に及ぶ景気の回復・拡大を
経験した︒回復開始から六年を経過し
た現時点の状況をみれば︑マクロ景気
とフリーター問題との関わりを窺い知
ることができる︒仮に現状が元に戻っ
てきているのであれば︑やはり景気の
影響は大きかったということになる︒
しかし︑そうでなければ︑景気以外の
要因が小さくないということになる︒
データで現状をみてみよう︒新規学
卒を含む二五歳未満層では確かに改善
している︒フリーターの比率や派遣社
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フリーターやニートの一部が高年齢
化している︒いわゆる﹁就職氷河期﹂
に学校を卒業したり︑正社員の仕事を
失ったりした若者が︑非正規の仕事に
とどまったり︑非労働力の状態を続け
た結果だと考えられる︒筆者は最近︑
東京大学教授の玄田有史氏とコロンビ
ア大学大学院生の近藤絢子氏との共同
研究で︑こうした不況期に学校を卒業
することの効果を厳密に検証する機会
を得たが︑その結果はかなり厳しいも
のであった︒学校卒業時の失業率が一
％上昇したとき︑中高卒ではその後一
二年以上にわたって賃金︵物価の変化
を 調 整 し た﹁ 実 質 賃 金 ﹂︶ が 五％ か ら
七％程度︑持続的に低下する︒また︑
就業確率も三〜四％程度も長期的に低
下する︒さらに︑就業している人々の
中でのフルタイム就業確率も二％前後
低くなる︒逆に言えば︑就業していて
も正社員ではなくて非正社員である比
率が高まるということである︒結局︑
不況期に中学校や高校を卒業して進学
しなかった世代は︑就職できなかった
り︑就職しても非正社員の仕事に就い
たりすることが多いために︑長期にわ
たって所得水準が低迷してしまう︒そ
していま︑労働市場の状況は以前に比
べれば大きく改善していると言われる
が︑それにもかかわらず︑中年に差し
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に自信をもってもらうべく個別支援を
行うこと︑正社員採用におけるスキル
要件を明確化していくこと︑などはい
ずれも地道に進めるべき取り組みであ
ろう︒
ただ筆者としては︑正社員と非正社
員の境界が将来的に今よりゆるやかに
なり︑本格的な﹁多様な働き方﹂が選
択できる世界が来ないかと夢想すると
ころがある︒もちろん︑現在でも非正
社員は多様であり︑ひとまとまりとし
て論じるには慎重でなければならない
が︑それでも正社員と非正社員との間
の差異は大きい︒そして差異が大きい
からこそ︑移行が難しくなっているよ
うに思われる︒ひょっとするとそれは︑
﹁多様な正社員﹂という形が十分に広
まっていないせいかもしれない︒労働
時間︑転勤の範囲︑昇進の限度などに
よって︑正社員にも多様性を認めた人
材マネジメントの方法はありうるし︑
そうすれば非正社員と正社員の壁は低
くなり︑前者から後者への移行もスム
ーズに進むのではなかろうか︒また︑
今の働き方が過度に拘束の強いものと
して受け止めている正社員にとっても︑
そうした方向は望ましいはずである︒
どのようにすればそうした方向が可能
になるか︑考えていくべき課題のよう
に感じている︒

太田聰一

性は妥当なものであったと考えている︒
それでもなお中年フリーター・ニート
の問題が生じるほど︑問題の根が深い
ものと理解している︒
その大きな理由のひとつとして︑雇
用形態の非正社員化が急速に進んでお
り︑正社員の仕事が減少していること
がある︒平成一四年と平成一八年の﹁労
働 力 調 査︵ 詳 細 結 果 ︶
﹂ を 比 較 す る と︑
雇用者数全体︵役員を除く︶は一四二
万人増えているが︑正社員数は逆に八
一万人減少している︒つまり︑非正社
員が二二三万人も増加したことになり︑
これは率にして一五・五％にも達する︒
こうした非正社員の増大の背後には︑
産業構造の変化︑グローバル化に伴う
競争激化︑さらにはコンピューター価
格の下落によるルーティン的な仕事の
喪失といった大きなトレンドが介在し
ており︑それに逆行して中年にさしか
かったフリーターやニートを正社員の
仕事に誘導することは容易ではない︒
我々は︑そうした厳しい事実認識から
出発するべきではないかと思う︒
従来から行っている取り組みを強化
していくことは︑非常に大切であると
考える︒正社員就業を希望する人々に
十分な訓練機会を提供すること︑在学
中の比較的早い段階から職業教育やカ
ウンセリングを実施すること︑ニート

慶応義塾大学経済学部教授
掛かったフリーターやニートに対して
正社員への道が大きく開かれたように
は思えない︒
日本の労働市場では︑新卒者の就職
に力が注がれる︒とりわけ高卒者につ
いては︑学校経由の就職斡旋の慣行が
確立しており︑企業の正社員求人の一
定の部分はそうした新卒者採用に向け
られる︒また︑中途採用も全体的に増
えてはいるものの︑対象はすでに他企
業でスキルを身に着けた即戦力人材で
あることが多い︒しかも︑正社員とし
て働くことがスキル向上に重要である
場合には︑正社員経験の少ないフリー
ターやニート経験者は不利にならざる
を得ない︒正社員経験が豊富な人々に
とっても中年からの再就職は大変であ
り︑スキルを身に着ける機会の少なか
った中年フリーター・ニート層が直面
する困難は想像に余りある︒
若年雇用問題を解決するために︑こ
れまで様々な方策がとられてきた︒主
要なものとしては︑若年求職者支援に
特化したジョブ・カフェの設立︑ニー
ト層への自立支援︑ミスマッチを解消
するためのトライアル雇用制度︑求職
者のスキルを可視化させるためのジョ
ブパスポート制度などが挙げられる︒
それぞれの政策には改善できる部分も
あろうが︑筆者はこれらの政策の方向
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まず︑フリーターやニートへの対策
を考える場合︑前述したような落差の
大きさを踏まえておく必要がある︒彼
らをいきなり市場競争のなかに放り込
むとつぶれてしまう︒正社員ならハー
ドな労働条件が待っているし︑たとえ
アルバイトでも最低賃金に見合うだけ
の貢献が求められるからである︒
そこで︑落差を埋めるためのステッ
プとして︑とりあえず﹁市場﹂から切
り離すことが必要になる︒ニート対策
として︑たとえば自営業や自由業の手

太田

伝いをさせるとか︑簡単なボランティ
新人をじっくりと育てる余裕がなくな
った︒いきなり即戦力として期待され︑ アをやらせてみる︒最初は本人が興味
をもてる内容で︑一日か二日でもよい︒
成果が求められる職場もある︒
続けられるようなら少し謝礼を出した
しかも︑忙しい上司や先輩は︑昔の
り︑有償ボランティアに切り替えたり
ように新人を根気強く指導したり優し
する︒それがしばらく続けられるなら︑
く気遣ったりしてくれない︒それが新
だんだんと自信がつき︑仕事をするこ
人の不安をますます強くする︒日本を
との充実感や仲間と交わることの楽し
代表するある大企業でかつて︑若い社
さも味わえるようになる︒このような
員が大量に離職したことがあった︒当
ステップを踏むことによってこそ︑﹁市
初は他社に高給で引き抜かれたのだろ
場﹂の荒波に耐えられるようになる︒
うと思われていた︒ところが追跡調査
いっぽうフリーターの場合には︑正社
をしてみると︑大半が﹁上司や先輩が
員として働く場合の時間的な不自由さ︑
忙しそうにしていて自分を認めてくれ
ゆとりのなさがネックになっているこ
なかった﹂ことを辞めた理由にあげた
という︒上司や先輩が想像する以上に︑ とを考えれば︑短時間正社員を制度化
すべきではなかろうか︒いずれにして
新人は不安でいっぱいなのである︒
も︑こうした取り組みを実行するには
それでは︑どうすればよいか
労働関係法令をはじめ既存の法制度自
体の見直しが必要になってくる︒
もう一つは︑いったん就職した若者
たちがドロップアウトするのを防ぐた
めの対策である︒前述したように︑入
社したばかりの若者は仕事にしても人
間関係にしても不安だらけの毎日を送
っている︒そこで大切なのが︑認める
こと︑ほめることである︒企業でも︑
また役所や保育園︑学校などいろいろ
な職場で︑社員や職員の仕事ぶりを周
囲が認めたり︑よい点をほめたりする
ことによって離職者が驚くほど減った

同志社大学政策学部教授

自信 をいかに育てるか
フリーター︑ニートの若者には共通
するところがある︒ひと言でいえば自
信がないのである︒表向きは﹁仕事が
合わない﹂とか︑﹁自分を生かせない﹂
などと答えていても︑じっくり話を聞
いてみると大半の者が仕事や職業生活
に自信をもてず︑それが就職をためら
わせていることがわかる︒
彼らが就職に尻込みするのは︑学生
時代ののんびりした生活と就職後の厳
しい生活との落差があまりにも大きい
からである︒学生時代の彼らは毎晩夜
更かしをして昼前に起き︑気が向けば
学校にくる︒好きなときにバイトをし
てブラッと旅行に行くといった気楽さ
だ︒ところが就職すると︑別世界のよ
うな生活が待っている︒最近はとくに
ハードで︑毎朝七時ころに出社し︑帰
宅は深夜というところも珍しくない︒
有給休暇も︑特別な理由があったとき
年に数日取れればよいほうだ︒私自身
はフリーター︑ニート自身より︑この
ように異常な職場のほうに問題がある
と思うが︑ここでは触れないことにし
よう︒
とにかく︑このような生活について
いけずに辞めてしまう者や最初から自
信がもてずに就職をあきらめる者が少
なくない︒また︑人員削減によって︑
どこの職場でも仕事の密度は高くなり︑

肇

という話が聞かれる︒ただし︑とにか
く認めればよい︑ほめればよいという
わけではない︒やり方によっては︑か
えって逆効果になる場合もある︒
では︑どのようにして認めたり︑ほ
め た り す れ ば よ い の か？ 詳 し く は 拙
著﹃承認欲求﹄︵東洋経済新報社︶に譲
るが︑ポイントは客観的な事実や情報
にもとづいて認め︑ほめることである︒
つけ加えるなら︑叱る︑あるいは注意
する場合にも︑感情を交えず具体的な
事実を示すことが望ましい︒客観的な
事実や情報にもとづいて認められたり
ほめられたりすることが自信につなが
り︑また事実にもとづいて叱られたの
なら素直に受け入れられ︑自分自身の
向上にも役立つからである︒
また︑会社によっては社員同士がほ
め言葉をカードに書いて手渡したり︑
客から感謝の声が届くと皆の前で披露
したりしている︒あるいは︑半ばゲー
ム感覚で面白い表彰制度を取り入れて
いるところもある︒これらは︑本人の
やる気と満足感を高めるだけでなく︑
職場を明るくし︑支持的な雰囲気をつ
くるうえでも効果がある︒
人間︑とくに若者をやる気にさせる
にも︑仕事を続けさせるにも︑とにか
く自信をつけさせるのが第一だという
ことを強調したい︒
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高い賃金といった旗振りがそれ程役に
立たない︒また学校の教師の延長上に
あると彼らから見なされる公務員は︑
その個々人の人格如何に関わらず︑公
務員であるために多数派を代表するも
のと見なされて︑少数者として自覚す
るフリーターからは拒否されやすい︒
支援といっても︑彼らがどのような支
援を求めているかを把握することは実
は容易ではないのである︒彼らを単に︑
安定した雇用機会を欲する失業者とし
てみなしていては実は支援できないの
である︒
そこで︑有効な支援とは︑彼らフリ
ーター経験者や先輩自身のアドバイス
であり支援であるように思われる︒幸
い︑若者支援のための各種ＮＰＯ支援
が立ち上がってきている︒こうした団
体を通しての迂回的な支援の方が効率
性は多少落ちたとしても︑フリーター
支援に対しては有効に働くのではない
かと思われる︒そして現在の若者問題
が日本の社会構造に埋め込まれたもの
として考えると︑こうした支援は今後
も長期的に必要とされる支援であり︑
またそれを実現する必要性があろう︒

上林千恵子

少数者としてのフリーターを前提とした
持続的対策が必要
法政大学社会学部教授

こうしたフリーターに対する支援は︑
若者の自立 挑
･ 戦 プ ラ ン︑ 日 本 版 デ ュ
アルシステムなど既に試みられ︑ジョ
ブ カ
･ ード制度などの創設も提言され
ている︒しかし︑ここでの問題はその
主体である︒社会の中の少数者として
フリーターやニートになった若者にと
って︑彼らを支援する主体が政府︑地
方自治体などの官であることはそれだ
けで敷居が高く︑なじみにくい存在な
のだ︒功利主義的に生きることを選択
していれば決して割りの悪いフリータ
ーという道を選択しなかっただろう彼
らフリーターにとって︑安定した職場︑

フリーター支援の方法

ある︒そうであるならば︑眼前の職業
に﹁構造的に埋め込まれた﹂存在とな
で一生を支えていこうと考えるより前
っているのである︒すなわち︑生活が
豊かになり大学進学率が向上した結果︑ に︑何か別の可能性を探そうとするの
も自然な成り行きであろう︒一世代︑
高卒者は相対的に少数者となり︑高卒
二世代前の人たちが︑田舎の実家から
者の就業が予定されるブルーカラー職
上京し胸をふくらませて工場に入った
業の社会的地位もまた低下してきてい
ことを考えれば︑隔世の感がある︒
る︒
しかし現在の高卒者の若者にとって
減少する高卒求職者
も仕事はそう簡単に見つかるものでは
ない︒いつでも歓迎してくれるのは︑
派遣や請負などの非正規雇用の就職先
である︒将来性がないことを理由に職
を捨てれば︑不安定な職しかない︑と
いう厳しい選択結果なのである︒

文部科学省の学校基本調査によれば︑
二〇〇七年の高校卒業者のうち︑短大
を含む大学進学率は五一 二
･ ％ で あ り︑
就職率は一八 五
･ ％ に 過 ぎ な い︒ 東 京︑
神奈川のように進学率の高い地域にお
ける就職率はそれぞれ七 六
･ ％︑ 九・
七％である︒そしてこうした高卒者の
就職先職種は男性では六四 〇
･ ％ が生
産工程 労
･ 務 作 業 者 で あ っ た︒ 生 産 職
種が製造業の海外移転によって国内で
減少していく中で︑若い一八歳の高卒
者は国内で減少していく仕事について
いかざるを得ない︒彼らにとってその
仕事が好きかどうか︑三Ｋかどうかと
いう問題なのではない︒高校卒業者と
いうだけでそれ以上の進学ができなか
った所得階層にあったことを示し︑い
わば背広を着て空調の利いたオフィス
でパソコンを前にして仕事をすること
は一生自分とは無縁であると知る︑と
いうことが就職するということなので
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フリーター ニ
･ート問題の
性格
フリーター ニ
･ ートに代表される現
在の日本の若年問題は︑いつの世にも
見られるような若者問題︑﹁とかくこの
頃の若い者という奴は⁝⁝﹂で始めら
れるような世代問題ではない︒フリー
ターが社会問題として広く認知される
ようになったのは一九九九年の国民生
活白書で﹁フリーター﹂問題が取り上
げられたことを持って嚆矢とされるが︑
当時まだ多くの識者はこれを若年期特
有の適職探索行動として考えおり︑い
ずれ三○歳代後半の時期に至れば放置
していても解消できるとした︒またこ
の問題は景気循環の中で一過性に表れ
る若年失業問題として捉えることも間
違っている︒確かに︑二〇〇三年以降
の景気回復の過程で若年失業率は低下
し︑あわせて新規高卒求人倍率の上昇
と高卒無業率の低下もみられたが︑こ
の傾向が継続するとも思えない︒
現代の日本のフリーター問題は︑人
間の青年期特有の問題として考える世
代論としてではなく︑また不況期特有
の若年者失業問題としてでもなく︑産
業構造の問題として考えねばならない
だろう︒彼らフリーターは既に先進産
業社会に到達した現在の日本社会の中
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と不平等の問題が存在する︒
グローバリゼーションとサービス経
済化に対して︑豊かな社会の実現は︑
労働市場の供給側︑すなわち若者の仕
事に対する意識や態度を変化させた︒
彼ら・彼女らにとって︑仕事は生活の
糧を得るためのものというよりも︑自
己実現をするための手段となっている
よ う だ︒﹁ 自 分 に 合 っ た 仕 事 が 見 つ か
らない﹂という言葉をよく耳にするが︑
この言葉は仕事に対する若者の考え方
を的確に表している︒そして︑今の仕
事が自分に合わなければ︑自分に合う
仕事を求めて転職することになる︒し
かし多くの報告によれば︑いったんフ
リーターになると正規雇用の職を得る
ことは難しい︒このため︑フリーター
のまま職を変え続けるという可能性が
出てくる︒
これら三つの社会変動を止めること
はできない︒グローバリゼーションと
サービス経済化は世界的な変動であり︑
日本社会だけその流れから外れること
はできない︒また豊かな社会を貧しい
社会に戻すことは人々の同意を得られ
な い だ ろ う︒
﹁最近の若者は甘やかさ
れている﹂と批判しても︑問題は解決
しない︒三つの社会変動を前提とした
上で︑フリーター問題の解決策を考え
る必要がある︒ただしフリーターを生

述べたように︑低学歴者ほどフリータ
ーになる傾向がある︒したがって︑リ
カレント教育や職業訓練によって︑そ
のような若者の人的資本を高める必要
がある︒学校でもっと職業教育をすべ
きだという論者もいるが︑この主張は
諸刃の剣である︒学校で得た職業知識
はすぐに陳腐化するからである︒むし
ろ学校では知識を得る方法や問題解決
の方法を学び︑必要に応じてリカレン
ト教育を受ける方が望ましいだろう︒
集団的支援とは︑企業との交渉力を
高めるために労働組合を結成すること
である︒正規雇用者になることが難し
いならば︑フリーターの地位を向上さ
せる必要がある︒しかし個々のフリー
ターが企業と交渉するのは困難である︒
労働組合を結成して︑団体交渉を行う
必要がある︒私の住む仙台でも︑フリ
ーターが労働組合を結成する動きがあ
る︒このような﹁労働運動﹂によるフ
リーターの地位改善が期待できる︒
私は︑すべてのフリーターが正規雇
用者になるべきだとは考えていない︒
非正規雇用者やフリーターの中には︑
自らその地位を選んだ人もいる︒しか
し自分の意に反してフリーターのまま
でいる人には︑対症療法ではあるが︑
さまざまな政策的支援をすることが必
要である︒

佐藤嘉倫

み出す原因を除去することはできない
ので︑対症療法を考えるしかない︒
まず需要側の企業について考えよう︒
企業に対してフリーターを正社員にす
るよう誘導する政策は実現不可能であ
る︒企業は︑人的資本があまりないフ
リーターよりも経験者を雇うだろう︒
実際︑﹃平成一七年版労働経済白書﹄は︑
フリーターを正社員として雇うつもり
のない企業が大半であるという調査結
果を報告している︒しかしフリーター
を含む形で非正規雇用者と正規雇用者
の格差をなくす政策は社会正義を実現
するものとして正当性を持つ︒同じ企
業で同じ仕事をしているのに︑賃金や
福利厚生面で両者に格差をつける経営
方針は是正されるべきである︒
企業に対する政策として︑もう一つ
採用時の年齢制限の撤廃がある︒男女
雇用機会均等法などのおかげで︑採用
時の男女差別は減りつつあるが︑年齢
差別は依然として存在する︒しかし中
年フリーターの増大が予想されるので︑
年齢とは関係なく雇用機会を開くべき
である︒
次に︑供給側である若者を支援する
方策を考えよう︒これには個々のフリ
ーターに対する支援と集団的支援があ
る︒前者は︑フリーターが人的資本を
高めることに対する支援である︒上で

東北大学文学部教授

フリーター問題に寄り添って
フリーターが増加し︑多くの論者が
その解決策を提案している現在︑どの
ようなことを語ればよいのだろうか︒
しかもフリーター増加の背景には︑大
きな社会変動があるため︑根本的な解
決策は存在しない︒我々にできること
は︑﹁対症療法﹂によってフリーター問
題とつきあっていくことだろう︒
フリーター問題の背景には︑グロー
バリゼーション︑サービス経済化︑豊
かな社会の実現という三つの社会変動
がある︒グローバリゼーションによっ
て︑日本企業は世界的競争に巻き込ま
れ︑一方で安い労働力を求めて海外に
進出し︑他方でやはりコスト削減のた
めに正規雇用者を非正規雇用者で代替
するようになった︒サービス経済化は︑
この傾向に追い討ちをかけている︒新
しく生まれる職が初めから非正規雇用
者を対象とするようになった︒この二
つの社会変動は︑労働市場の需要側︑
すなわち企業の雇用行動を変化させた︒
そしてその変化に伴う矛盾は︑社会的
弱者である若者と女性に集中した︒若
年フリーターの増加はその端的な現れ
である︒しかも︑フリーターになりや
すいのは低学歴者と女性である︑とい
う報告がいくつもなされている︒若者
の誰もがフリーターになるわけではな
く︑学歴とジェンダーという社会階層
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日本は︑バージョンアップしたハイ
ブリッド社会を目指すべきである︒か
つては日本と西欧︑前近代と近代のハ
イブリッドであったが︑今後は多様な
人生︑多様な生き方を統合するような
ハイブリディティが求められる︒

あがっていない︒唯一の例外は︑近年
のいわゆる﹁第二新卒﹂労働市場の拡
大で︑二〇代半ばでの非正規雇用から
正規雇用への移動は増加しているよう
に見える︒しかし︑正社員の人事管理
が新卒一括採用・長期雇用・年功序列
を前提としたままならば︑企業が三〇
過ぎのフリーターを正社員として雇用
するインセンティブは弱い︒フリータ
ーは実績に乏しいことが多いので︑同
年代の正社員と同じ賃金を要求するに
は無理がある︒それゆえ低い賃金から
正社員として再スタートするのが好ま
しいが︑年功序列の賃金体系下では︑
それが難しいのである︒
それゆえ︑企業が雑多なキャリアを
持つ従業員を正社員として受け入れ︑
統合できるような賃金・処遇の体系を
築く必要がある︒それは企業にとって
もプラスに働きうる︒雑種性は混乱や
トラブルのもとにもなりうるが︑様々
な人々がうまく協力しあえれば︑創造
性と発展の源泉にもなるからである︒

太郎丸博

ひきこもりと並んで懸念されるのは︑
フリーターの高齢化である︒フリータ
ーが高齢化すれば貧困層がさらに増え
る可能性がある︒フリーター高齢化問
題を緩和するためには︑大きく分けて
二種類の方法がある︒一つは非正規雇
用の賃金を引き上げることである︒も
う一つは正規雇用と非正規雇用の間の
移動をもっと容易にすることである︒
日本政府は後者の政策を進めており︑
安倍政権下では再チャレンジ政策が導
入され︑いくつかの大企業でも派遣社
員やパート・アルバイトから正社員へ
の登用策が導入されている︒しかし︑
労働統計を見る限りまだ顕著な効果は

正社員純血主義？

ではないかと考えられる︒
かつての近代日本では︑学校で教え
られる価値観と庶民の価値観は必ずし
も一致しなかったので︑多くの人々は
両者の間で自分なりのバランスをとる
ことを学んできた︒それゆえ︑いい学
校に入れなかったり︑いい仕事につけ
なくてもそれを許容したり︑逆にプラ
スに評価することが可能だった︒しか
し︑学校・会社の価値観が社会の全域
を覆うようになると︑逃げ道がなくな
り︑ひきこもるしかなくなってきてい
るのではないかと考えられる︒

大阪大学大学院人間科学研究科 准教授

異物を取り込むハイブリッド社会を目指せ

ひきこもりやフリーターのような若
者の就労困難の背後には︑異物を排除
しようとする日本社会の純粋主義があ
ると思われる︒もともと日本文化は︑
外国の文化や技術を取り込み︑日本流
にアレンジする雑種性︵ハイブリディ
ティ︶をもっていたはずである︒この
雑種文化の再構築と発展こそ︑日本社
会が中長期的に目指すべき方向であろ
う︒
若者よりも﹁まじめ﹂で︑ひきこもっ
ていることに強い罪悪感を抱いている
ことが多い︒
彼らがひきこもる理由ははっきり分
かっていないが︑大阪大学の井出草平
によれば︑日本社会の多様性が失われ
ていることと関係がある︒現代日本に
おいては︑
高い学歴を得て﹁良い仕事﹂
に就くことが唯一の正当な価値とされ
がちであるが︑ひきこもりの若者はそ
れを実現できない自分を許容できない
のかもしれない︒われわれは﹁オタク
とヤンキーはひきこもらない﹂と考え
ている︒しばしば誤解されているが︑
ひきこもりはオタクではない︒インタ
ーネットに接続するひきこもりは同年
代の若者と同じぐらいいるだろうが︑
自分から情報発信することはまれなよ
うである︒オタクとヤンキーに共通す
るのは︑多数派の日本人とは異なる価
値観の担い手という点である︒彼らは
多数派の価値観と自分が属するサブカ
ルチャーの価値観の間でバランスをと
ることで生きていく︒いわば雑種文化
を生きているのである︒オタクやヤン
キーがひきこもらないのは︑高い学歴
を得て﹁良い仕事﹂に就くこと以外に
も︑自分自身を評価する価値基準を持
っているからであり︑支配的な文化か
ら一定の距離を置くことができるから
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ひきこもりと価値観の均一性
家にひきこもって働くことができな
い若者の中には︑うつ病やアスペルガ
ー症候群のような医学的な治療の必要
な人々もいるが︑大半は精神的な病が
原因ではないといわれている︒彼らが
そのまま年をとっていけば大きな社会
問題となることが懸念されている︒病
気でもないのに外に出て働こうとしな
いのは怠け者だからではない︒ひきこ
もり経験者やその親への調査からは以
下 の 三 点 が 分 か っ て い る︒ ① ひ き こ
もっている本人は︑﹁学校に行かなけれ
ば﹂﹁仕事をしなければ﹂と思っている
が︑どうしても学校に行ったり仕事を
したりできない︒②大半は家の外に出
かけることはできるが︑知人や友人に
会ったり話したりできない︒③ひきこ
もっている若者は︑同年代の平均的な
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と仕事の接点における正社員・非正社
員比率の若干の変化を示すにすぎず︑
仕事の世界の中での正社員・非正社員
それぞれの過酷な状況や︑新卒採用慣
行が教育の世界に及ぼす負の影響には︑
何ら改善の方向が見出されない︒
前述の諸問題に対する主たる対策と
して打ち出されているのは︑①若者︵特
に既卒者︶の募集や採用における評価
基準や業務内容の明示に関する努力義
務化︵昨年一〇月一日雇用対策法改正︶︑
②ジョブ・カードの普及促進︑③ハロ
ーワーク等における若者向けの相談や
カウンセリングの拡充︑④﹁日本版デ
ュアルシステム﹂を含む職業訓練制度
の拡充︑⑤﹁トライアル雇用﹂など試
行的雇用による就労支援︑⑥ワーク・
ライフ・バランスの奨励︑⑦学校教育
における﹁キャリア教育﹂の推進など
である︒しかし︑これらの中で①・②・
⑥については企業の積極的な取り組み
が確保されるかどうかは疑問であり︑
③についてはアウトリーチや具体的な
有効性の面で課題が残る︒④・⑤につ
いてはいずれも対象者数が数万人どま
りであり︑若年非正規雇用者数が数百
万人に達する現状に対して︑施策の規
模の面で大きな限界がある︒⑦につい
ても意識啓発面に偏り︑客観的な就労
条件の改善に結びつくかは疑わしい︒

を強行規定に変更し︑本年三月一日か
ら施行される労働契約法の拡充と併せ
て徹底することを意味する︒
また︑やはり①の徹底化の一方策と
して︑新卒者を採用する企業に対して
その一定比率を既卒者採用に割り当て
るよう義務付けることも考えられる︒
加えて︑特に上記③〜⑥の諸施策お
よび若年向け社会保障︵職業訓練受講
中および求職中の生活費・住居費保障
など︶の量的拡大と質的拡充を実施す
る上での財源を確保するために︑企業
に対して緊急時限措置として特別課税
を行い︑同時に若年就労支援やワーク・
ライフ・バランスへの貢献に応じた減
税を行うことを提案する︒
そして⑦については︑
︑労働者の権利
についての知識および職業に直接的・
間接的に役立つ知識とスキルを若者に
広く伝えるものへと教育内容を変革す
ることが不可欠である︒さらに︑在学
中の早期から開始し基準も曖昧である
現在の新規学卒採用を︑学習成果と職
務内容との適合性を重視して卒業後に
採用選抜を行う方式へと転換するよう︑
企業に要請することも必要である︒
これらを通じて︑現在の歪みすぎた
日本の若年就労のあり方を︑﹁本気で﹂
︑
︶なあり方へと修正
より適正︵ decent
してゆくことが喫緊の課題である︒

本田由紀

若年就労をめぐる深刻な諸問題に対
しては︑より強力な取り組みが必要で
ある︒現在︑正社員・非正社員を問わ
ず厳しい状況が生まれているのは︑雇
用者と労働者の力関係があまりにも非
対称になっているためである︒従来の
日本の雇用慣行のもとでは︑労働者が
雇用者に様々な決定権を委ねていても︑
昇給や安定雇用が保証されていたため
問題は顕在化しなかったが︑今やそう
した恩典が薄れているにも関わらず︑
雇用者側の多大な権限は存続ないし強
化されている︒その結果︑労働の形態・
内容・量・水準とそれに対する評価や
報酬をめぐる労働者側の要求・選択・
交渉の余地は過小であり︑逆に多様化
した労働者の間には雇用者によって過
度に強固な分断線が引かれている︒
このような事態を改善するためには︑
個別の労働と対価の対応を可能な限り
正当かつ公正なものとするためのルー
ルや基準を明確化することが必要であ
る︒具体的には︑正社員・非正社員の
いずれについても︑採用や配属・処遇
の決定に際して︑個々の仕事の内容や
範囲︑労働者の能力・貢献に対する評
価や報酬の基準を明示し︑労働者側か
らの個別的・集団的交渉のプロセスを
経た上で実施することを雇用者側に義
務付けるべきである︒これは︑上記①

東京大学大学院教育学研究科准教授

若年就労問題に対して﹁本気の﹂取り組みを

最近のマスメディアは︑新規学卒者
の就職状況の回復を盛んに伝えている︒
事実︑新規学卒者の就職内定率は︑二
〇〇三年頃を底として上昇している︒
しかし︑こうした新卒者採用の活発
化を以て︑若年就労の現状と将来につ
いて楽観視することはできない︒なぜ
なら︑第一に︑離学した若年者の中で
は近年でも非正社員比率の増加傾向が
続いており︑特に派遣社員の増加が著
しい︒第二に︑非正社員の賃金水準は
きわめて低い上に︑その水準に顕著な
改善傾向は見られない︒第三に︑非正
社員から正社員への転換可能性が明確
に高まっている様子はない︒第四に︑
正社員についても二〇代後半から三〇
代にかけて長時間労働化が進行してお
り︑賃金カーブのフラット化による将
来への閉塞感︑成果主義の導入や雇用
形態の多様化による職場内の緊張の高
まりなどが相まって︑心身を病むにい
たるケースが増加している︒第五に︑
その結果︑早期に離職する正社員の比
率も高止まりを続けている︒第六に︑
売り手市場下の新規大卒者の採用はい
っそう早期化・長期化するとともに︑
曖昧な基準による﹁厳選採用﹂が続い
ており︑就職活動によるストレスや勉
学の阻害がむしろ進んでいる︒
すなわち︑新卒採用の回復は︑教育
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永野

想定されていないからである︒つまり︑
非正社員を正社員化するためには︑こ
れまでの経験を評価し︑能力開発につ
ながるような仕事を次に経験してもら
うようにすることが必要になる︒
このような前提で︑正社員化につな
がる具体的な二つのルートの現状を見
てみよう︒最初は︑自社の非正社員を
正社員に登用するというルートである︒
このルートのメリットは︑企業が非正
社員の期間を通じて入手した︑その人
についての情報が活用できるので︑能
力開発の無駄が少ないということにあ
る︒ある情報サービス業の企業では︑
自社に来ている派遣技術者のうち︑自
社にふさわしい人で︑本人が希望し派
遣元が合意した人を正社員にしている︒
派遣期間を通じて︑本人は仕事に精通
し︑企業は人物の見きわめができてい
るので︑登用後の成果が高いという︒
また︑ある有料老人ホームでは︑介護
の仕事を一〇項目程度に分け︑それぞ
れの到達水準を評価し︑結果を本人に
フィードバックしながら能力開発目標
を設定し︑非正社員の正社員への登用
を進めている︒
第二のルートは︑他社で非正社員で
あった人を︑自社の正社員として採用
するルートである︒ある電機メーカー
では三交替勤務の現業職を正社員で募

明治大学政治経済学部教授
ると︑これら悪影響の回避のために正
社員を増やすことが必要なように思え
る︒それにより︑年長フリーターを少
なくすることが︑本人のみならず社会
にとっても意味のあることである︒
このように増加が要請される正社員
であるが︑非正社員との違いは何だろ
うか︒正社員の方が︑雇用が安定的で
あり︑仕事の困難度も高く賃金も高い︒
そのとおりだが︑そのような違いは﹁能
力開発﹂の違いによって生み出されて
いることが重要である︒
会社の仕事に限らず多くの能力は︑
基礎からより高度なもの︑あるいはよ
り幅の広いものを獲得していく︑﹁積み
上げ型﹂による獲得を基本としている︒
正社員とは︑積み上げ型の能力開発を
前提とした人たちである︒彼らの能力
は勤続に応じて高くなるので︑結果と
して仕事内容や賃金もそれに見合うよ
うに高くなる︒それに対し非正社員は︑
原則として︑能力開発を行わなくても
良いように限定された仕事を遂行する
人たちである︒
しかし︑非正社員でも担当した仕事
については充分な経験を得ていること
を忘れてはならない︒正社員の場合に
は︑次の段階で能力開発につながるよ
うな仕事を経験することになるが︑非
正社員はそうはならない︒能力開発が

仁

集したところ︑大卒で非正社員であっ
た人の応募が多くて驚いたという︒ち
なみに︑結婚や子供が生まれたことな
どにより生活を安定させたいと考えた
ことが応募のきっかけになった人が多
いという︒ともあれ︑このような場合︑
非正社員での経験のうち︑自社で役立
ちそうなものがどれだけあるかも採用
決定に影響するという︒例えば︑自動
車工場の期間工をやりぬいた人は︑工
具の取扱いに対する慣れがあることや︑
その人が頑張り屋であることが評価さ
れることが多い︒非正社員の経験は評
価されないという指摘があるが︑必ず
しもそうとは言えない︒経験を通じて
確認されたことや獲得されたことを︑
どう表現し伝えることができるかが鍵
を握っているようだ︒
このように︑非正社員︑あるいはフ
リーターとしての経験を評価する動き
は始まっている︒これらが本格化し︑
正社員化が進むことを期待したい︒
なお厚生労働省は︑職務経歴や教育
訓練経歴などの情報をまとめた﹁ジョ
ブ カ
･ ー ド ﹂ を 個 人 に 発 行 し︑ 非 正 社
員の人も含めて︑求職活動を援助する
と言う︒そのカードが定着するかどう
かは現段階ではわからないが︑このよ
うな方法も含め︑経験についての情報
を伝えるための工夫が必要だろう︒
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年長フリーターの正社員化
最近︑﹁年長フリーター﹂という言葉
を時々聞く︒フリーターの中でやや年
齢が高い人を指しているが︑就職氷河
期に学校を終えたが︑以後︑正社員と
してではなく︑非正社員として現在ま
で過ごしてきた人というイメージであ
る︒非正社員として働くことは︑特に
奇異なことでないので︑直ちに問題に
する必要はないかもしれない︒しかし︑
その状態からなかなか抜け出せないと
したら問題である︒現代社会において
は︑仕事︑とりわけ正社員としての仕
事を通じて︑収入確保︑達成感獲得︑
社会とのつながり維持など様々なもの
が実現されるのが一般的なので︑この
ような状態への滞留は︑これらの実現
が長期間不可能になるからである︒
年長フリーターがその状態から脱却
できない理由には様々なことがあるが︑
数年前のリストラの教訓から︑景気が
回復しても正社員採用の抑制が続いた
ことが無視できない︒その結果︑フリ
ーターが滞留する一方︑非正社員の割
合が三割を超えるまで高まったのが現
状である︒非正社員の活用は企業にと
っては必要なことではあるが︑その過
剰活用は︑安全確保や機密保持など︑
直ちには表面化しにくいが長期的には
企業の競争力につながる側面に悪影響
を及ぼすことになる︒最近の状況を見
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した背景には︑グローバル化やＩＴ化
といった構造変化もあることが指摘さ
れている︒ＩＴ化等の技術革新の進展
によって︑高度な技能への需要ととも
に安価で単純な技能への需要の増大と
いう技能の二極化が進展しており︑そ
のことが非正規化をもたらしているこ
とが指摘されている︒この傾向は︑正
社員の解雇規制が厳しいほど強い︒し
かし︑アメリカやイギリスのように解
雇規制が緩やかな国でも︑非正規比率
は高くないものの︑賃金格差が大きく︑
低賃金労働者は単純労働に従事し︑能
力開発の機会にも恵まれていない︒そ
して︑この層では低賃金のために就業
意欲を喪失し︑非労働力化する傾向も
みられる︒したがって︑問題は︑むし
ろＩＴ化やグローバル化による労働市
場の構造変化にどのような政策的対応
が必要かということになる︒
以上のようなバブル崩壊後のフリー
ター・ニートの増大の要因とその後の
経済環境の変化を考えれば︑つぎのよ
うな今後の課題が浮かび上がってくる︒
まず︑第一に︑若年雇用の改善をも
たらすにはマクロの経済成長が重要で
あることである︒二〇〇二年に始まっ
た今回の景気回復は若年失業率を大き
く押し下げた︒労働需給の逼迫は労働
条件の改善に寄与し︑非正社員から正

会を増大させることにつながると期待
される︒
第三に︑今後とも若年就業支援策は
必要であり︑より継続的な支援が重要
であるということである︒その理由は︑
ひとつには年長フリーターの問題のよ
うに︑過去の入職時に良好な雇用機会
に恵まれなかったことが︑その後長期
にわたって労働者の労働力状態に影響
を与え続ける﹁状態依存性﹂がみられ
るからである︒また︑若年の雇用問題
は︑低学歴︑低所得層等に集中してお
り︑こうした就職困難者への支援には︑
十分な成果を得るまでに時間や経費が
かかる場合が多い︒アウトリーチを強
化して真に支援を必要としている若者
へ資源を集中させることが重要である︒
また︑﹁負の所得税﹂等労働意欲を高め
る政策も検討されるべきである︒さら
に︑支援をする側の人材育成も必要で
ある︒そして︑日本の若年労働市場の
制度的特徴を踏まえた政策が重要であ
る︒
最後に︑ＩＴ化やグローバル化など
による構造変化の進行は︑それに応じ
た教育や技能形成の必要性を増大させ
ている︒労働市場の二極化を避けるた
めにも人的資本への投資は重要性を増
している︒

三谷直紀

社員への転換も促進する︒実際︑若年
層の非正規比率は減少傾向を示してい
る︒また︑若年雇用対策とマクロ経済
の相乗効果も重要である︒カウンセリ
ングや職業能力開発︑職業紹介等によ
る若年雇用対策は︑マクロ経済が比較
的好調で求人の多い場合により高い効
果が期待できる︒今後︑団塊の世代の
大量退職という若年雇用への正の人口
要因が次第になくなり︑人口減少の経
済成長への負の効果が顕在化していく
中で︑持続的な成長を実現していくこ
との重要性は高まっていく︒
第二に︑若年労働市場での価格調整
メカニズムが働くように︑政策的な対
応をとることである︒デフレ下におけ
る正社員の名目賃金の下方硬直性は︑
若年労働市場における需給調整メカニ
ズムの働きを弱める効果を持ち︑非正
規化の傾向を強めた可能性がある︒し
たがって︑若年に対する正社員の雇用
機会を増やすには︑労働需給に応じた
柔軟な賃金調整ができる程度のマイル
ドな賃金インフレが望ましい︒また︑
年金をはじめ社会保険の保険料の事業
主負担分は︑高齢化の進展に伴い︑構
造的に増大している︒非正社員の社会
保険への加入を促進し︑正社員と非正
社員の間の労働費用面での格差を縮小
させることは︑正社員としての雇用機

神戸大学大学院経済学研究科教授

フリーター・ニート問題のこれから
景気回復によって︑若年労働市場は
様変わりした︒しかし︑フリーター・
ニート問題が終わったわけではない︒
フリーター・ニート問題のこれから
の課題を考える上で︑まず︑九〇年代
末以降の深刻な状況がどのような要因
によって発生したかを振り返ってみよ
う︒
いうまでもなく︑バブル崩壊後の長
期不況による労働需要の減退が大きい︒
とりわけ︑一九九八年以降の需要の落
ち込みが若年雇用に大きな影響を与え
た︒企業は︑まず調整費用の安い採用
抑制で対応しようとした︒また︑団塊
の世代などの人口の多い世代が五〇歳
代半ばで企業内に多くいて︑これらの
層の雇用調整にも限界があった︒さら
に︑一九九〇年代後半以降デフレの進
行に伴い︑正社員の名目賃金の下方硬
直性が顕在化したことも大きい︒新規
採用の賃金が下げ止まっていたため︑
企業は正社員を採用することを抑制し︑
代わりに非正社員を採用した︒加えて︑
社会保険料の事業主負担分の増加も︑
非正社員に比して正社員の労働費用を
相対的に高めて︑非正規化を促進する
要因となった︒むろん︑パートやアル
バイトが増えている背景には︑サービ
ス化等の産業構造の変化もある︒
さらに︑若年雇用の非正規化が進行
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非
―正規の分断を超えて
一橋大学大学院商学研究科教授

守島基博

だが︑正社員と非正社員の分断を緩
和するのは政策的には難しい︒今必要
なのは二つのことだと思われる︒ひと
つは︑準正社員とでも言うべき雇用期
間や働く場所︑労働時間︑働き方など
について限定のある正社員の増加であ
る︒一時期話題になった短時間正社員
などを拡張した考え方だと言ってもよ

い︒こういう人材は企業にとって大き
ている企業は数％にも満たない︒こう
バブル経済の崩壊をきっかけとし︑サ
なコスト負担にならない正社員となり
した状況のなかで︑フリーター達に第
ービス経済化やＩＴ化による企業雇用
えるし︑また働く人にとっても選択の
一歩を踏み出せというのがどれだけ現
のスリム化を背景としたここ一五年ぐ
幅が広がる︒
実的か︒もちろん︑就業支援のなかに
らいの問題ではなく︑日本の構造的課
実際︑既に多くの企業では準正社員
は︑職業訓練も含まれるが︑わが国の
題とでもいうべきものだと思う︒
の活用を始めている︒新聞などで紹介
考えてみると︑この構造が生み出し
職業的育成の多くは企業内で行われて
ている社会問題は多い︒よく知られて
いるため︑企業が育成に消極的な場合︑ されることの多い︑﹁非正規社員の正規
社員化﹂と呼ばれる現象の多くは︑こ
いるように︑正規雇用は企業にとって
職業能力の獲得は難しい︒
れまでのイメージの正社員に転換する
様々な意味でコストとリスクが伴う︒
現在︑賃金など処遇面での格差につ
というよりは地域限定やキャリア限定
その結果︑最近︑正規雇用への需要は︑ いては︑特に短時間労働者についてあ
の準正社員への登用だし︑また私たち
非正規労働力に対する規制緩和の効果
る程度の均衡を目指す政策的な動きが
の研究によれば︑準正社員を積極的に
もあって︑極めて景気感応的になって
あるが︑より長期的には人材育成機会
活用している企業は︑比較的新しい企
きた︒つまり︑企業は景気がわるくな
へのアクセスがその人の職業人生の差
業と︑産業別にはサービス業などで多
ると︑すぐに正規採用を手控える︒次
につながるのである︒その結果︑やや
い︒今後こうした企業の動きを政策的
の景気低迷期が来て︑雇用環境が悪化
極端な言い方をすれば︑この区別は︑
に支援するのも一つの方向だろう︒
すると︑第二︑第三の就職氷河期が来
働き方の違いが人生の質の違いにまで
もう一つが主に非正規で働いている
る可能性が高いのである︒
及ぶ可能性をもった分断なのである︒
人のスキルアップへの公的支援だ︒既
そうなるともう就職氷河期に増加した
重要なのは学習機会へのアクセス
にみたようにこうした人材は企業が費
フリーター対策どころの話しではなく
用負担する能力開発を受ける可能性は
なってくる︒
低い︒しかも︑賃金水準が低く教育訓
準正社員の増加とスキルアップ支援
練費の負担力も低いため︑個人を対象
とした公的サポートが重要なのである︒
こうした人材育成に向けてのサポー
トは︑フリーターなどの自立支援のな
かには組み込まれているが︑わが国が
職業能力における格差社会にならない
ために︑より大きな視野からも極めて
重要な施策である︒国家の人材戦略の
一環としての実施が望まれる︒
また︑いわゆるワーキングプアの増
加など︑格差問題の多くもこの構造に
関連する︒なかでも︑私が今︑心配し
ているのは︑正規労働力と︵他にもっ
と良い言葉ないのでこれを使うが︶非
正規労働力の間に存在する﹁学習機会
へのアクセス﹂における格差である︒
例えば︑平成一八年度経済財政報告に
よれば︑企業が人材育成において重視
する層として︑現場の正規社員が三割
にも及ぶ一方︑非正規従業員を重視し
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正規
フリーターやニートへの支援が議論
されるとき︑しばしば聞かれるのが︑
彼らに対して︑最初の一歩を踏み出す
勇気をもつことを薦める言葉である︒
﹁とにかく第一歩を踏み出そう﹂
︑﹁簡
単なことからはじめよう﹂︑
﹁とにかく
体験してみよう﹂などなど︒
確かにこうした地道な努力が必要な
のもわかるし︑また︑就職氷河期にフ
リーター化した若年労働者の救済策と
しては重要なのもわかる︒実際︑企業
業績の回復もあり︑ある程度の効果を
あげているようでもある︒でも︑本当
にそれだけでよいのだろうか︒
私はいわゆるフリーター問題やニー
トなどの問題は︑今の日本における働
き方︑というか︑働かせ方が大きな背
景になっていると思う︒具体的に言え
ば︑正規労働力と非正規労働力の極め
て明確な分断である︒長期雇用︑企業
内育成︑ある程度高い賃金を前提とし
た正規雇用と︑そうした要素が弱い非
正規雇用︒名前さえも︑正規と︑正規
ではない存在として区分される︒
この構造に対してより根本的な施策
をうたないと︑過去一〇年ほど大幅に
増加したフリーターやニートの数は減
らせても︑また同じことの繰り返しに
なってしまうのではないだろうか︒そ
の意味でフリーターやニートの問題は︑
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﹁十分﹂な仕事ばかりである︒サービ
ス業では︑ファストフードやコンビニ
の接客だったり︑データの打ち込みだ
ったり︑ティッシュ配りだったり︑チ
ラシのポスト投函だったり︑取り次ぎ
だったり︑荷物の片づけや積み卸しだ
ったりする︒工場現場では︑部品や製
品の検品︵例えば液晶パネルに傷がな
いか目で見て調べる︑部品が動作する
かテスターを差し込んでは抜くという
作業︶や清掃︑工場内での部品運びな
どである︒最近では︑介護保険の導入
によって︑福祉の現場での単純労働が
増大している︒これらは︑短期間で習
熟可能で︑かつ︑技能の向上がほとん
ど不要な﹁単純定型労働﹂なのである︒
つまり︑フリーターの増大の根本原
因は︑経済の構造転換によって︑これ
らの﹁単純定型労働者﹂の需要が高ま
ったことにある︒フリーターが増えた
から︑単純定型労働が出てきたわけで
はない︒
経済構造転換の一つの側面が︑オー
トメーション化やＩＴ化の進展によっ
て﹁機械やコンピューター﹂には︑単
純すぎてできない仕事が大量に増えて
いることにある︒熟練した技術が必要
だった加工作業は機械が行う代わり︑
機械が作った製品を検査して不良品を
はねるという作業が人間の手に残され

つまり︑正社員化支援に代表される
フリーター対策は︑﹁絵に描いた餅﹂な
のだ︒その対策が実現して︑若者全員
が正社員になってしまったら︑日本経
済が混乱してしまう︒実際には︑実現
しないと思っているから︑そのような
主張だけをしていられるのだ︒これか
らは︑増大している﹁単純定型労働﹂
を誰にやって貰うかを︑真剣に議論す
る時期に来ているのではないだろうか︒

とを容認するわけではあるまい︒ティ
ッシュ配りを禁止するのだろうか︒で
は︑ファストフードの店員や検品作業
者やティッシュ配り要員を高給の正社
員として雇ったらどうなるか︒ハンバ
ーガーは一個一〇〇〇円となり︑製品
価格は急上昇して日本経済は︑物価高
と輸出競争力低下に見舞われるだろう︒

山田昌弘

る︒電卓片手に考えながら処理してい
た熟練事務作業が︑単にパソコンにデ
ータを打ち込むだけの労働に置き換え
られる︒事務所や工場で合理化が進め
ば進むほど︑﹁単純定型労働﹂の需要が
増えるのだ︒
更に︑サービス現場では︑マニュア
ル化が進み︑マニュアルを覚えれば誰
でもできるようなサービスの仕事が大
量に発生する︒介護の現場でも同じで
ある︒
正社員として雇用や収入を保証する
のは︑機械を設計したり︑マニュアル
を作るなど高度に専門的な仕事や︑現
場の労働者を束ねる管理的な仕事に就
く人だけ︒彼らは﹁少数﹂でよいし︑
能力がある人を最初から育てたほうが
よい︒つまり︑﹁単純定型労働者﹂が︑
そのまま︑専門・管理的な労働者にな
るルートは︑人数的な理由でも︑人材
育成的な理由からも︑閉ざされている︒
もし︑巷で言われているようなフリ
ーター対策や派遣社員対策が進展し︑
全員技能を身につけて正社員になった
とする︒では︑以上のような仕事はい
ったい誰がするのだろう︒外国人労働
者を入れて代わりにやらせるというこ
となのか︒それとも︑全国に展開する
ファストフードやコンビニは潰すのか︒
まさか︑検品せずに製品を出荷するこ

中央大学文学部教授

フリーターがやっている仕事は誰がするのか

フリーターなど非正規雇用に就く人
の正社員化などの議論が盛んである︒
フリーター対策の中心は︑学校教育の
場での職業教育︑現にフリーターにな
ってしまった若者に対する再就職支援︑
パートや派遣社員などの正社員化の促
進などである︒その対策の中味は︑フ
リーターにならないための職業意識養
成︑職業の斡旋システムの整備︑フリ
ーターの職業意欲を高めるための意識
啓発︑そして︑フリーターなどの技能
を高める研修なのである︒
これらの対策が必要であり︑ある程
度有効であることは否定しない︒しか
し︑これらの対策をやったからといっ
て︑フリーターなど非正規雇用がやっ
てきた﹁仕事﹂がなくなるわけではな
い︒なぜなら︑フリーターがここまで
増大したのは︑働く人の側の問題では
ないからだ︒日本社会が︑フリーター
を必要としている経済に転換したとい
う事実から出発しなければならない︒
以上のようなフリーター対策を行った
り︑推奨している人々は︑無意識的に
か意識的にか︑この事実を無視してい
る︒
フリーターや派遣社員がやっている
﹁仕事﹂をみてみよう︒中には︑高度
な技能を必要とされる仕事もあるが︑
多くは単純でマニュアル通りに行えば
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