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 みなさん、こんにちは。東京大学大学院教育学研究科教授の本田と申します。今日は、

困難を抱える子ども、若者の全体像というか、全体的な構図の把握ということで、ざっく

りと総論的なお話をさせていただきたいと思います。その分、個別の困難のあり方である

とか、対処の細かいノウハウであるとかについては、今後の、明日以降の講義にお委ねす

るとしまして、今日はかなり社会的な、私はもともと社会学の専門でもありますので、か

なりマクロな現象として、子どもの困難、若者の困難を把握する試みをしていきたいと考

えております。 

 お手元の資料の中に、これからパワーポイントで映していく資料がすべて入っておりま

すので、こちらを適宜ご参照いただきながら、聞いていただければと思います。 

 まず、 初にお話ししておきたいのが、「社会変化の見取り図」とタイトルをつけてあり

ますが、戦後の日本社会がこれまでどのような歩みをたどってきたか。その中で、いわば、

この社会の形といっていいようなものが、どのように変わってきたかというところから把

握しておく必要があると思います。 

 今、非常に増えてきているように見える困難を抱える子ども、若者というものが、どの

ような社会変化の中で生み出されてきているのか。時間的に時代をさかのぼりながら、根

源のようなものを理解しておくことが必要かと思いまして、そういうところを 初にもっ

てきました。 初からかなりごちゃごちゃしたグラフで恐縮ですけれども、「戦後日本社会

の変化と二つの世代」というタイトルをつけてあります。見ていただければすぐにお分か

りの通り、横軸に 60 年代半ばから現代に至るまでの時間の流れを取り、縦軸にパーセン

テージあるいは実数を取り、長期的に手に入れることができる様々な社会指標を一度に書

き込んでみたグラフです。このグラフの中には、２か所に赤い破線が縦に刺さっておりま

す。この赤い線は戦後日本社会を時期区分するとすれば、そのちょうど区切りにあたる時

期と、私は考えております。どういう時期であったかというと、左側の線は 70 年代、こ

れはちょっと右にずれておりますが、70 年代の初めごろ、石油危機の頃ですね。右側のよ

り太くなっている赤い線のは 90 年代の初頭で、お分かりの通り、バブル経済の崩壊の時



期を表しています。このような２つの時期を区分する線、それによって区切られた３つの

時期というのは、これもご存じと思いますけれども、日本の経済成長率の推移と極めてぴ

ったりと対応しております。これは経済成長率の推移を示したものです。オイルショック

が起きるまでの日本社会というのは、高度経済成長期で、平均でだいたい 9.1％という、

今の中国のような非常に高い成長率を達成していたわけです。それがオイルショックを経

てガクッと一段階落ちます。70 年代の半ばぐらいから 90 年頃までの間を平均しますと、

3.8％ぐらいの経済成長率だったわけです。これは、それ以前の高度成長期に比べるとかな

り低いですが、現段階から比べると比較的安定した、ある程度社会の富が、まあまあ順調

に増えていくという水準だったわけです。 

 それがバブル経済の崩壊をきっかけにして、またガクッと一段階下がります。これは

2008 年までしか入っていないグラフですけれども、このあと少し上がってきたりするので

すが、また東日本大震災があって少し下がったりして、もう少し現在に至るまで伸ばして

平均値を取ると 0.9％ぐらいになります。すみません、これは 1.1％のグラフを持ってきて

しまっています。つまり 90 年代以降になりますと、マイナス成長の年も珍しくないわけ

ですね。特に印象的なのが、右端の 2008 年ですけれども、これがいわゆるリーマンショ

ックのあとの世界金融危機を反映しているわけです。 

 このように日本経済というのは、階段を一歩ずつ降りるような形で、どんどん経済が成

長しない、社会の富が増えなくなる、そういう変化をたどってきたわけです。これらの諸

指標は、このような経済面での変化を非常に明確に反映した形で推移しているものが、か

なりたくさんあります。この左側のオイルショック前後の様々な折れ線や棒グラフの折れ

曲がり方よりは、このバブル経済の崩壊の前後における、いろんなグラフの折れ曲がり方

のほうが著しいということは、すぐ分かっていただけると思います。特にパッと見ていた

だいて目立つのは、このキミドリ色の細い棒グラフですが、これは完全失業者数です。こ

の完全失業者数は 90 年代に入って、みるみる増えました。ここでちょっと減っているの

は、いわゆる「いざなぎ超え」と呼ばれた景気回復期が 2004～2007 年のあたりにあり、

そのころはちょっと減ります。でも、そのあとまたガッと増えてくる形で、すごく高い水

準を持ち続けているわけですね。これは完全失業者数です。 

 ほかに、このバブル経済前後で変化が目立ちますのは、例えば、この下のほうを這って

いる灰色の折れ線グラフで、これは貯蓄非保有世帯比率です。字のごとく、貯金がまった

くない世帯が、この 90 年代にグッと増えてきているわけです。ほかにも同様に増えてき



ているものとしては、この中ほどを上っている、この青い線は非正規雇用者比率です。そ

してこれも御存知と思いますけれども、ピンク色の棒グラフがグーッと上がっていますが、

これは生活保護世帯数です。 近も話題になっておりますけれども、生活保護世帯数がみ

るみる増えてきている。というように、今、申し上げたのは失業者数、貯蓄非保有世帯比

率、非正規雇用者比率、そして生活保護世帯数ですが、経済が膨らまなくなる中で、仕事

がない。仕事がないので、貯金をすることができるような収入もない。仕事があっても、

非常に不安定で、低賃金の非正規の仕事しかなくなってきつつある。であるがゆえに、生

活保護という形で生き延びざるを得ないような人たちが増えてきている。そういうことが

はっきり表れているのがこのグラフです。つまり 90 年代以降は、私たちの生活を成り立

たせるための非常にベーシックな物質的な基盤、仕事や収入といったようなものの底が抜

け始めている。そういう状況にあるというのが今の日本社会です。 

 このように生活の物質的な基盤が、いわば底が抜け始めているような状況にある一方で、

もう１つ目立つグラフが、この上のほうの赤い線です。大学・短大進学率という高等教育

への進学率が、実はこの時期に、同じ時期に伸びています。非常に生活が苦しいご家庭が

増えているにもかかわらず、高等教育進学率は増えてきている。裏腹なような現象に見え

るわけですけれども、仕事が得にくくなる中で、何とか少しでも、将来の安定した地位を

得たいという、切ないご家庭の気持ちで、なけなしの収入を投入するような形で、子ども

を大学などに進学させているという時代が、この赤い線の変化には見受けられるわけです。 

 もちろんその背景には、文部科学省が大学の入学定員に対する規制を緩めたということ

もあります。ですから 近、口の悪い人は全入時代とかおっしゃたりするわけですが、大

学進学を希望して、ギリギリの家計的な水準が達成できていれば、わりと誰でも、大学を

選ばなければ、大学に進学することはたやすくなっているような状況が実際にあるわけで

す。ただ、大学を出た先の労働市場がどうかというと、いくら大学を出ても、その先に待

っている仕事というのは、そうそう大きく増えているわけではない。 

 すぐあとで申し上げますけれども、今、2012 年というのは、団塊世代が 65 歳を迎えて、

労働市場からどんどん出て行かれる時期になっております。その高齢の方が抜けられた後

のポストに、さすがに、それを埋める分の新卒者を採用したいという気配も少しは出てき

ています。ただ、それははっきりと目覚しいものではなく、少し改善の兆しが見られると

いった程度に、今のところは留まっているというのが現実です。 

 こういう推移を遂げてきているわけですが、この下の矢印は何を意味しているかと言い



ますと、ちょうど上のグラフに重ね合わせる形で、日本の人口の中で規模が大変大きい、

２つの世代のライフコースを書き込んだものが、この青い２本の矢印です。人口規模が大

きい２つの世代というのは、もちろん１つは、第二次世界大戦が終わった 1940 年代後半

から 1950 年ぐらいまでに生まれた団塊の世代の方たちであり、もう１つは 1970 年代前半

に生まれた、団塊の世代の子どももかなり含まれている団塊ジュニア世代で、非常にそこ

だけボコボコと塊のように人口規模が大きい世代になっているわけです。 

 この２つの世代のライフコースを今、たどり直してみますと、団塊世代の生まれた年は

1946～1949 年あたりですけれども、仮に 1947 年で代表させますと、1947 年に生まれた

団塊世代の方というのは、1947+18 歳で 1965 年に高校を卒業します。今よりはずっと大

学進学率が低かった頃ですけれども、もし４年制大学まで進学されていれば、1947+22 歳

の 1969 年に大学を出られたことになります。 

 人口規模が大変、大きい世代ですので、もし高校や大学を卒業された時期が高度経済成

長期でなかったとすれば、この団塊世代において極めて大量の失業者が出現していたはず

なのですけれども、非常に幸運なことに、この団塊世代が大勢、高校や大学から社会に出

ていた時期は高度経済成長期でした。日本のいろいろなところに様々な会社や事業所や商

店がどんどんできて、当時のマスメディアを賑わせていたのは、むしろ求人難である、人

を採りたくても採れない、人手不足であるということが繰り返し報道されていたような時

期でした。その時期に高校や大学を出た若い労働力がどっと社会に出てきたわけですから、

非常に労働市場、産業界にとってはありがたいことだったわけですね。 

 この団塊世代は、もちろん中には、例えば、東北から中学卒業とともに、同じ学校の子

たち、あるいは近隣の学校の子たちがまとめて列車に乗って上野まで来て、上野で事業所

の方が迎えに来て、東京じゅうに散っていく集団就職のような形で就職されていた方たち

もいました。もちろん、それはお辛かっただろうと思います。早い時期にご家族と離れら

れて、東京でお仕事を始められたわけで、多くはあまり大きくない規模の企業に就職され

ていた方もあるわけですから、それなりにお辛かったとは思うのですけれども、ただ、求

人自体はかなりあった。就職していくということそのものは、それほど難しい時期ではな

かった。この団塊世代の方たちは労働市場に、相当スムーズに吸い込まれていくことがで

きたのが、彼らが高校や大学を出た時期だったわけですね。 

 そのあと、団塊の世代の方たちが、まだ 20 代のうち、20 代の半ば頃に石油危機が生じ

るわけです。その後の石油危機からバブル経済崩壊までの安定成長期において、団塊世代



の方たちはちょうど 30 代か 40 代前半という働き盛りの時期だったわけですね。この安定

成長期がいったいどういう時期だったかというのは、これもすぐあとで、もう少し別の図

を使いながらご説明しますが、今でも尾を引いている日本特殊的ないろいろな社会的な慣

行や制度が出来上がってきたのが、この高度経済成長期であり、その後の安定成長期に様々

な「日本的なんとか」というものが日本社会に非常に普及し、拡がり、根付く、そういう

時期でした。その日本的なんとかと申し上げたら、すぐに皆さんは連想されると思います

けれども、日本的雇用慣行と呼ばれるものが、今、私が申し上げた事例の典型的なもので

す。長期安定的な雇用であるとか、企業別労働組合であるとか、あるいは企業の中でぐる

ぐるローテーションをしながらキャリアを形成していくといった日本的雇用慣行が非常に

日本社会に拡がったのはこの時期でした。つまり団塊世代の方たちというのは、そういう

日本的な働き方を主に支える存在として、その中を走り抜けていらしたわけです。 

 ここで追加的に申し上げておきますと、なぜ日本的雇用慣行がこの時期に日本社会に普

及、定着したかという理由の大きな、重要な１つを占めていたのが石油危機そのものでし

た。と言いますのも、石油危機のあと、失業者が少し増えます。増えかけるわけですけれ

ども、ここで失業者を大量に出さないために、政府と産業界がある種結託するような形で、

できるだけ従業員をクビにしないようにする黙約のようなものが結ばれます。この時期に

導入された政策として、今も東日本大震災の被災地では数多く実施されている、雇用調整

助成金という制度があるのです。この雇用調整助成金というのは、業績が上がらない企業

が、本来は従業員のクビを切りたい、業績が上がらない、人件費を払うのが苦しいと思っ

ている、そういう企業に対して、政府がお給料の一部を肩代わりまでして、でも雇ってお

いてください、クビは切らないでください、その分、会社の中で、例えば、やや人出が足

りない部署にぐるぐる回したりしながら、何とか会社の中で抱え込んでおいてください。

そういうメッセージとして、雇用調整助成金という政策が導入されたわけです。 

 この時期というのは、そういう政府からの手助けも得ながら、その前の時期ほどは、ど

んどん富が増えないような状況の中で、働き方というのは、実は深く静かに、より厳しい

ものになっていました。会社の中での競争であるとか、より貢献や献身を求められるよう

な状況が、この時期に深まっていったわけです。 

 80 年代というのは「過労死」という言葉が初めてできて、今、Karoshi とローマ字で書

かれて、これは世界語になっているわけです。外国の言葉で説明するのは難しい、日本独

自的な現象なので、日本語そのままが海外でも使われているわけです。そういう過労死さ



え生むような、人に厳しい働き方が顕在化してきたというのも、実はこの時期だったわけ

です。そういう時期に、それを支えて、懸命に働いておられたのが団塊世代である。その

団塊世代の方が 40 代半ばのころに、バブル経済の崩壊を迎えます。 

 そのあと、団塊世代の方は、50 代、あるいは 60 代という時期をこれまでの間、過ごし

てきたわけですけれども、つい今しがた申しました、日本雇用慣行のもう１つの大きな特

徴は、年功的に上がっていく賃金です。その年功的に上がっていく賃金制度のもとでは、

50 代というのは大変賃金が高くなる時期にあたります。この賃金が高い 50 代の団塊世代

が、この時期に大量に企業の中、産業界の中にいらしたことが、この時期の日本の長期不

況の１つの原因であったということを労働経済学の中で証明された方もいらっしゃいます。

中には、確かにリストラに遭われたりしながら、辛い目をされた方もいらっしゃると思い

ますけれども、多くは勤め続けて、今、65 歳を迎えて、労働市場から出ていかれようとし

ている。これが団塊世代の方たちのライフコースです。 

 それに対して、もう１つの人口規模が大きい世代である、団塊ジュニア世代というのは

70 年代前半生まれですから、仮に 72 年生まれと置いてみます。そうすると、実はこの 72

年生まれというのは非常に端境期にあたる生まれ年なのです。どういうことかと言います

と、72 年生まれの方は高校を出られたのが、1972+18 ですから 1990 年ですね。このバブ

ル経済のピークのころに高校を出られていたわけです。このころは新規高卒者に対する求

人倍率も今の８倍から 10 倍ぐらい、ものすごく高いものがありました。これから若年人

口が減っていくということが言われていた時期ですし、今のうちに確保しておきたいとい

うような企業側の考え方もあって、新規高卒者に対する求人倍率はとても高かったのです。

大きな企業もどんどん高卒者を採用していました。かなり恵まれた就職をされた方も、こ

の 72 年生まれの高卒者の中にはいらっしゃいます。 

 この 72 年生まれの方の中で、４年制大学まで進学していると、1972+22 ですから 1994

年に大学を出られたことになります。94 年ともなりますと、もうバブル経済崩壊のあおり

が新規学卒労働市場にもはっきり現れてきた時期で、このころになると、大学を出ても良

い就職先がないとフリーターにならざるを得ないような人たちがどんどんはっきりと見え

るようになってきた。そういう時期にもあたっていたわけです。４年制大学を出た方のほ

うが、高校を出て就職された方よりもむしろ厳しい労働市場状況に直面したという、わり

と珍しい世代でもあるわけです。 

 ちょうど 72 年生まれが端境期だったと申し上げましたが、72 年生まれの方というのは



今年ちょうど 40 歳です。72 年よりも後から生まれた方たちは、年齢で言うと 40 歳より

も若い方すべてになるわけです。今、40 歳よりも若い日本の人たちが、すべて高校や大学

を出て、歩み入った先の社会や産業界は、このように生活基盤の底が抜け始めた状況にあ

ったわけですね。ですから、どれほど厳しい目に遭われたかというのは、もちろん個々人

によって違います。でも、総じてこういう世の中に、今の若い方たちは生きている。その

現れ方、どれほど辛い目に遭うかということにはムラがあるけれども、その背景にはこう

した状況があるということを今、確認させていただいているわけです。 

 何でこういう図をちまちま作ってみたりしているかと言いますと、今は少し減ってきま

したけれども、一時期、特にニートやフリーターといった言葉が世の中を賑わせていたこ

ろは、団塊世代を中心とされるような年配の方たち、あるいは、もう少しお年寄りの方た

ちの中で、今の若い者はなっとらん、根性がない、やる気がないというふうな若者の心根

の問題として様々な若者問題を説明し、むしろなじるような、若者はダメだ論的なものが

出てきた時期もありました。でも、私はそういう年配の方たちに対して、「いや、それはち

ょっと、個々人の心根で説明できるような状況では、もうありません」と。このような、

先ほどの経済成長率のグラフもそうですけれども、マクロ統計でみたときに、このような

推移を示している現実がある中で、それをお前がダメだからだといった説明をすることは、

もうできない、当てはまらない。もちろん、年配の方たちはそれなりに、まだ日本全体が

貧しかったころからご苦労されて、それを支えてこられたかもしれませんけれども、今の

若い人たちが見ている社会、生きている社会状況とはまったく違うライフコースを歩んで

こられたわけです。ですから、わしは頑張ったといったことを、そのまま若者に投影した

語り方をするのはやめていただきたい、ということを説明するために、こういうグラフを

作ったりしているわけです。 

 これが日本社会の推移です。このような変化を遂げる中で、日本社会の成り立ちという

か、形そのものが変わってきていると、私はいろんなデータを見る中で考えるようになっ

てきました。次のこの図が、戦後日本型循環モデルという名前をつけて、私が日本社会を

説明するときに大変愛用している図です。 

 これが戦後日本型循環モデルという名前を持っている理由は、大変独特だということに

あります。この独特さというのは、家族と教育と仕事という３つの別々の社会領域の間に

非常に一方向的で、大変太く堅牢な、ある社会領域のアウトプットを次の領域のインプッ

トとして注ぎこむような、そういう矢印が成立していたということが、戦後日本型循環モ



デルの極めて独特な特徴です。 

 日本の中で生きていれば、そんなことは当たり前ではないか、こんな循環というのはど

この国でもあるものではないかと思われるかもしれませんけれども、この矢印の内実、具

体的な中身を考えていったときに、ほぼ、そのすべてが「日本的」という言葉をつけて、

日本の独特さとして、様々なところで指摘されてきたようなものであったことに気がつく

わけです。その中身とは何かということを、吹き出しで示します。１つは、まず教育と仕

事を結ぶ矢印というのは、矢印の中に「新規労働力」と書いてありますが、より具体的に

言いますと「新規学卒一括採用」という学校から仕事の世界への飛び移り方というものが

日本にあるわけです。新規学卒一括採用というのは何かというと、改めてご説明するまで

もないかもしれませんが、高校であれ、大学であれ、学校に在学している間に就職活動を

する。就職活動においては非常にしばしば在学している教育機関の先生や、あるいは就職

部、キャリアセンターなど、学校の中の特定の組織がいろいろな手助けを与えてくれる。

そういう教育機関の手助けや支えを受けながら、在学中に就職活動をして、卒業のずっと

前に内定を取っておく。そして 終学年の年度末の３月に卒業式があり、翌年度の４月１

日にパッと入社式があって、全員いっせいに仕事の世界に移行していく。つまり教育機関

の正規の生徒や学生である時期と、企業の正規のメンバーである時期との間に、年度替わ

りを挟んで、時間的な隙間がほぼない状態でバッと移行するというのが日本独特な新規学

卒一括採用のあり方です。 

 そして、このように時間的な隙間がほぼないことの裏返しとして、あとでデータなどを

お見せしますが、日本の教育と仕事の関係の大きな特徴は、教育機関で学んだことと仕事

の世界で必要とされる知識や技能との対応関係というものは大変薄い、総じて薄い。中に

は強い仕事もあります。例えば、学校に在学中にいろいろな専門職な資格を取っておいて、

その資格に当てはまる仕事に就くというふうに、密接に関わっている分野がないわけでは

もちろんありません。でも、量的な比重で見たときに、関係がないような、学んだことと

関係がないような仕事に就くような例というのは、他の先進諸国と比べても大変多いとい

うのが日本の特徴です。 

 今、申しましたように時間的な隙間はないかわりに、内容的な連関は非常に薄いという

のが、日本の新規学卒一括採用の特徴です。これを私は、海外の方などに説明するときに

は、「赤ちゃん受け渡しモデル」という比喩で表現することもあります。つまり職業人とし

ては必要な知識やスキルをきっちりと身に着けているわけではない。そういう職業人とし



ては赤ちゃんであるような若者を、教育機関が在学中は大事に抱っこしているわけですね。

それを年度替わりとともに、手と手が触れ合わんばかりにして、企業の方に、「じゃあ、お

渡ししますからよろしくお願いしますね」というふうに渡す。それを企業は「はい、分か

りました。あとはこちらで大事に育てますから」ということで受け取って、企業の中で人

材育成していくのが、赤ちゃん受け渡しと呼んでいる所以であります。日本の場合はそう

いうモデルです。 

 でもほかの国での標準、世界標準は赤ちゃん受け渡しモデルではありません。ほかの国

は、またこれも比喩で、「棒高跳びモデル」といえるようなモデルであるわけです。棒高跳

びモデルというのは、教育機関は、仕事の場で有効性を発揮するような棒としての知識や

スキルを若者に渡す。ちゃんと教えるわけですよね。それを受け取った若者が、それを棒

として、自らジャンプして仕事の世界に飛び込んでいくというのが棒高跳びモデルですけ

れども、非常に大きな違いがあります。 

 この違いの大きさについて、あるエピソードをお話しますと、私がシンガポールに以前、

お訪ねして、政府の方とディスカッションの場を持ったことがあるのですけれども、シン

ガポールの政府の方に、日本における学校から仕事への飛び移り方というのは赤ちゃん受

け渡しモデルのようなあり方なのですと説明しますと、シンガポールの方は、「は？なぜそ

んなことが可能なのですか」と、全然理解できないといったような表情をされるわけです。 

 なぜかというと、シンガポールでは、学校で特定の分野を学びます。そして 終学年の

一番 後にその学んできた分野でどれほどの達成を上げた人かということの証明を 後の

卒業試験で、ポンとついてもらって「私はこの分野の知識をこれほど学んできた者です」

という、その結果を、成績付きの修了証書を名刺代わりにして、卒業したあと、しばらく

期間をかけながら、数か月の間に自分で応募していきながら、仕事先を見つけていくわけ

です。シンガポールの方が「全然分からないですね」とおっしゃったのは、「どうして在学

期間がまだ終わってもいない、その人が学んで何を身につけたかの結果も出ていないよう

な時期に就職先を選ぶことができるのですか。シンガポールでは、まだそれは名刺を持っ

ていない状態です」とおっしゃったわけです。 

 でも日本は学んできた内容に期待があるわけではありません。これもあとで申し上げま

すけれども、人柄であるとか、人間性であるとか、コミュニケーション能力であるとか、

意欲であるとか、そういう身につけた知識やスキルとは別のところで、非常にその人全体

のあり方が評価され、一緒に働きたい人かどうかといったような、あいまいな表現をされ



ながら採用されていくわけです。そのあたりがまったく世界標準と日本は異なっているわ

けですね。日本ではそういう大変独特な新規学卒一括採用という矢印が、教育と仕事の間

に成立してしまっている。 

 その背景にあったのは、先ほども申しましたように、高度経済成長期の大変高い新規労

働力需要です。あのときに学校からどんどん卒業する若者を、需要が大変高い、人材が欲

しくて欲しくてたまらない産業界が、学校の中まで手を突っ込んでさらえるように、出口

で待ち構えて、自社にそれぞれ入れていった、囲い込んでいったという状況があったがゆ

えに、新規学卒一括採用という珍しいやり方が成立したわけです。それはバブル経済の崩

壊まで続き、今なお続いているわけですが、そこから漏れる人たち、そのルートに入るこ

とができない人たちが今どんどん増えてきているというのは、次の図でご説明します。 

 また、そのような矢印に乗って就職すれば、もちろん企業規模とか産業とかには非常に

バラエティーがありましたけれども、特に男性の場合、なんとか正社員になれる確率が非

常に高かったわけです。いわゆる正社員になっておけば、そして普通にまっとうに働いて

いれば、そう簡単にクビにはならない。つまり雇用は安定的に保証されている。そしてま

た普通に働いていれば、賃金がだんだん上がっていくということが確実に見込める。この

ような上がっていく賃金の背景には、そもそも経済のパイが膨らんでいたという事象もあ

って、年功的に賃金が上がっていくように見えていたという事実もあったわけです。この

ような雇用の保証、賃金が上がっていくことの保証は、日本的雇用慣行と呼ばれるものの

非常に重要な構成要素なわけですが、それを享受することが男性の大半に関してはできて

いたわけですね。 

 このように、なかなか失われない雇用、そして上がっていく賃金にもとづいて、結婚し

て子どもを作るということができていました。確実な将来というものが見込めたわけです。

結婚して子どもをつくり、主にお父さんが働いて持ち帰ってくる、だんだん上がっていく

賃金を、パートに出たりもしながら家族の主な支え手として振る舞っていたお母さんが受

け取って、様々なものを買って、消費行動に投入して、家族生活をだんだん豊かにしてい

くような役割を担っていました。いわゆる３種の神器と呼ばれるような家電であるとか、

自家用車であるとか、家そのものを買い換えて、例えばいずれは一戸建てに、といったよ

うな夢をかなえようとする。そういう存在として、主に担っていたのが妻であり、母であ

るところの女性だったわけですね。でも家族の専従者としての女性の役割というのは、単

に消費行動を熱心にとるということだけではなくて、もう１つの大きな役割が、次世代で



ある子どもの教育に関して多大な費用と、そしてまた極めて高い意欲、勉強への動機づけ

というものを注入するような存在として、日本の母親はずっと振る舞ってきたわけです。 

 そもそも日本の家庭がなぜそんなに、お金を子どもの教育に払わなければならなかった

かということの裏には、これもあとでデータをお示しするのですけれども、日本の政府が

これまでずっと学校教育に対する公的な教育支出、税金から支払うお金を極めて節約して

きたという事実があります。 

 政府が節約しているわけですから、それを補うような形で、家庭が学校にかかる諸々の

お金を支払わなければならない。高校の学費が実質無償化された現段階においても、例え

ば遠足や修学旅行や、あるいは様々な教材にかかるお金、そしてまた給食にかかるお金な

どは、どんどん徴収されます。そのあたりを家族が支えながら、費用負担という面でも教

育を成り立たせてきたという状況があったわけです。 

 でも、お金の話だけではない。子どもの勉強に関しても、日本の母親は極めて熱心でし

た。教育ママという言葉は日本の母親を指して言われる言葉ですけれども、このように教

育熱心な母親、今だとちょっと韓国に負けている感がありますけれども、すごく教育熱心

な母親というのは日本的な特徴であると、少なくとも 60 年代、70 年代においては言われ

ていたわけです。 

 例えば、いわゆる国民的アニメと言われるような「ちびまる子ちゃん」であるとか、「ド

ラえもん」に登場する母親像というのは、必ず子どもを勉強に向けて追い立てる存在です。

「のび太、宿題はやったの」、「まる子、勉強はしてるの」という形で、子どもを叱咤激励

して勉強に向ける。生活習慣も「早く起きなさい」とかいう形で、生活習慣そのものを注

入する存在でもあったわけです。そういう勉強や、あるいはちゃんと朝起きて、学校に行

くということまで含めて、学校教育が成り立つようなそば支えというものをする役割とし

て、日本の母親はずっと振る舞ってきていました。 

 そして1960年代になされた教育ママに関する、きちんとした社会調査の結果を見ると、

このような教育熱心さというものは、当時においては家庭の社会階層、つまり収入や親学

歴によって差がほぼないという結果が明らかになっています。具体的に言いますと、例え

ば中卒のお母さんであれば、子どもは何とか高卒にしてやりたい、高校に行かせてやりた

い、自分は悔しかったからという思いがある。高卒のお母さんであれば、子どもは大学に

入れてやりたいという思いがある。大卒のお母さんでも、子どもは自分や、あるいはパパ

よりも、できるだけもうちょっといい大学に行かせてやりたいといったように、次世代で



ある子どもに自分たちよりもう一歩上の教育達成を望むというメンタリティーそのものが

広く共有されていたがゆえに、どのようなご家庭であっても、おしなべて、それぞれの水

準で教育に熱心である。その点においては、差はあまりないといったような状況が観察さ

れていたわけです。 

 今、それぞれの矢印の中身がいかに日本独特のものかということについてご説明しまし

たので、このモデルがわりと日本に独特のものであるということは何となくお分かりいた

だけたかと思います。それとともに、それはすごくいいモデルなのではないかという気持

ちを持たれたかもしれません。家族と教育と仕事の間に、循環がきっちり成り立っていた

わけで、政府は産業政策、公共事業とか、コンクリートを投入することによって仕事の世

界を成り立たせておけば、あとは教育や家族に政府から多大な支出をしなくても、この循

環が回ってくれているので、これは大変効率的である、良いモデルであるというふうにお

感じになったかもしれません。でも、それは間違っています。なぜかというと、このモデ

ルができあがった途端に、すでに日本社会においてこのモデルそのものを原因とするよう

な社会的な諸問題が、様々なところに噴出していたからです。やはり比喩を使わせていた

だきますと、この太い矢印が、その生えている根本の領域の、いわば栄養分を吸い取って

枯らしてしまうような形で、矢印のみがどんどん存在感を増し、自己目的化し、その陰で

それぞれの社会領域の本来の、本質的な意義といったようなものが、どんどん見失われて

いくという状況が、すでに 70 年代から 80 年代にかけて、ぼこぼこ日本社会で指摘され始

め、大問題だと言われていたわけです。 

 具体的に言いますと、例えば教育と仕事の関係に関しては、いい成績を取って、いい高

校や大学に入って、いい会社に入る。そのために勉強するのだというような、外発的な動

機付けというものが、教育の世界においては幅広く、もう 70 年代から、あるいは 60 年代

の後半からすでに観察されていました。受験競争の激化ということが生じていたわけです

けれども、それは、学ぶこと本来の意味とか意義とかいったようなものは、もうとっくに

どこかに置きっぱなしにしたまま、この矢印の向かう先である仕事の世界において、少し

でも有利な地位を獲得するために学ぶ。そういう状況が起きていたわけですね。その結果、

学校の中では、いわゆる教育問題と呼ばれるものが、70 年代ぐらいからどんどん指摘され

るようになってきていました。受験競争の激化であるとか、競争のストレスが生む不登校

であるとか、あるいは校内暴力であるとか。校内暴力を抑えこむための管理教育の激化で

あるとか、そういう荒んでいく教育のあり方というものが当時からもう観察されていたわ



けです。荒れる学校教育というものがあった。 

 仕事と家族の関係に関しても、この図にありますように、家族を支えているのは、ほぼ

全面的に主にお父さんの持ち帰るお給料だったわけですね。そうなると、妻と子どもを食

わせるためには、雇用というものを死んでも失うわけにいかない。それによって企業から

指示される仕事内容はほぼすべて受け入れて、今までやっていた仕事とはまったく違う仕

事内容のところに飛ばされても、あるいは大事なはずの家族と離れて、遠いところに単身

赴任を命じられても、その雇用さえ維持できるものであればという形で受け入れて、受け

入れて働き続けてきたのが、70 年代から 80 年代にかけての日本の働く人々だったわけで

す。それを形容して「会社人間」とか、「社畜」という言われ方もし、その諸問題も指摘さ

れていたわけですよね。何のために働くのかとか、一生かけて追求したい仕事であるとか、

専門性とかいったようなものをやはり置いておいて、時には法に触れるようなことも命じ

られても唯々諾々と従うような形で、働いてきたのが 80 年代の日本のサラリーマン像だ

ったわけです。 

 やはりここでも仕事の世界の本質的な意味合いといったようなものは置き去りにされ気

味である。また家族のほうも、そもそもこの循環にしっかり組み込まれて、その歯車の１

つという状態になっている。そしてこの図にありますように、お父さんはお仕事がんばっ

てね、子どもたちはお勉強がんばってね、お母さんはお家をちゃんと整えるからね、とい

う形で、家族は家族でも、メンバーが棲んでいる社会領域がバラバラです。家族として過

ごす時間というのは非常に短いものであり、また共通の話題も少なく、家族独自の親密性

や、余暇やレジャーの時間ということが充実されないまま、今に至っているというのが日

本社会の特徴です。 

 それだけではなくて、親たちが子どもの教育に熱心になり過ぎたがあまり、子どもの学

力、受験の結果というものが親の期待に沿わないものであったことを理由とする陰惨な事

件が、70 年代から立て続けに指摘されるようになってきています。この循環そのものが家

族の間の関係も阻害していくような、そういう状況も出てきたわけですね。 

 当時のフィクションにそういう状況は様々に描かれています。「岸辺のアルバム」とか「家

族ゲーム」とか、70 年代から 80 年代にかけて描かれていた日本の家族というのは、ほぼ

必ずのように、そういう形骸化していく家族、見栄や競争に巻き込まれて、心がバラバラ

になっていく家族というのがモチーフだったわけです。 

 というように、まとめますと、この循環モデルが成立し、一見、社会的には効率に見え



ますけれども、その陰で学ぶことの意味も、働くことの意味も、人を愛して一緒に生活す

ることの意味ということも置き去りにされながら、ただグルグルと飲み込まれて回ってい

たというのが、この戦後日本型循環モデルのもとでの日本社会であったということを、忘

れないようにしなければならない。 

 なぜあえてこういうことを強調しているかというと、今、社会全体が高齢化していると

いうこともあり、非常にノスタルジックな社会意識というものが強まっているように見え

ます。例えば「三丁目の夕日」とか朝の連続テレビ小説が、必ずこの戦後の苦しい時期を

地域や家族の間で支えながら耐え抜いた人たちがモデルだったりすることもあって、あの

ころは良かった的な、このモデルよもう一度的な発想がいろいろ見受けられることがあり

ます。でも、もうそうではない。このモデルを支えていた諸条件は失われています。経済

成長も、あるいは人口の構成も変わってきています。社会的な経済的な布置も、経済状況

も変わってきている中で、これを懐かしんでも元に戻りようはありませんし、そもそも懐

かしむ価値があったのかということも含めて、私たちがこの日本の社会の来歴ということ

をもう１回相対化していく必要があるだろうと思って、こういうモデルを作ったりしてい

るわけです。 

 ただ、今のモデルは 90 年代のバブル経済の崩壊をきっかけにして、バブルの崩壊とと

もにガラガラと崩れ始めます。次のこの図が 90 年代以降の日本社会、今、私たちが生き

ている日本社会を何とか絵に表そうと思って作ってみたモデル図ですけれども、先ほどの

１枚前のシートとの大きな違いというのは、先ほど堅牢に太く、１本で成立していた矢印

が、実線で描かれた堅牢な部分もまだ残ってはいますけれども、ちゃんとした矢印と、矢

印の体をなしていないようなボロボロの点線で描かれた矢印の部分に分かれ始めたという

ことです。それはすべての関係性においてそうです。90 年代において、このような変化が

生じた 初の発端は、仕事の世界でした。バブル経済の崩壊と、高賃金の団塊世代が企業

の上のほうにたくさん存在していたことによって、90 年代の半ば以降ぐらいの日本企業と

いうのは、世界的な経済競争が厳しいことももちろん一因ですけれども、これまでのよう

に新規学卒者を正社員としてある程度の分量で順調に採用していくということができなく

なって、新卒一括採用は抑制せざるを得なくなっている。その代わりに非正社員の活用、

いつでも量的な調節が効くような、そういう非正社員の活用というものが、民間だけでは

なくて公務の世界もそうですけれども、あらゆるところで進むようになってきている。 

 正社員も、かつてのような研修も手厚く、給料も上がっていくことが当たり前であり、



ボーナスも支払われることが当たり前であるような、そういう従来型の正社員とは違うよ

うな、単にサービス残業をさせやすいがゆえに正社員という名前を与えているだけのよう

な、そういう正社員も現れてきています。昇給なし、研修もなし、あるいは日給月給制だ

ったりして、それでも正社員と言われるような人たちが現れてきているのですね。それを

周辺的正社員と呼んでいますけれども。このように労働市場の中で、働き方がかつてより

も多様化し、全体として劣悪化するような状況が生じている。 

 もともと、この３つの領域は非常にしっかりと結び合わされていましたので、そのうち

の１つが変化すれば、その変化はこの矢印に波及し、ほかの領域にも直接にすぐ及びます。

この矢印への波及というのは、もちろん労働市場がこう変われば、教育を終えたからとい

っても、安定した仕事に就けないような層というのが増大します。新規学卒でフリーター

であるとか、失業者で求職行動を続けるとか、あるいは無職の状態にあるような人は、90

年代以降、増え始めている。そして仕事から持ち帰ることができる賃金にも、雇用形態に

応じて、同じ雇用形態の中でも企業の状況によって差は大きいわけですけれども、総じて

持ち帰ることができる賃金というものが全体として下がってきていますし、その中での格

差というものは広がってきている。 

 特に、このように社会の形が変化している中でも、男が働いて家族を養うものだよねと

いう規範、男はこう、女はこうといったような規範は、なかなか変わる兆しがない。意識

調査などをすると、建前的に変わってきてはいるように見えるのですけれども、底の本音

のところではなかなか変わっていないようです。その結果、家族を養うことができるだけ

の賃金を得ることができない若年男性、一番典型的なのは非正社員の男性ですけれども、

結婚相手と見なされないということになっています。女性の側も男性よりもずっと労働市

場が厳しく、女性側の得られる賃金が少ないからこそ、配偶者に安定した賃金を望むとい

うことがあるわけですけれども、そういう状況の中で、晩婚化や非婚化といったような現

象が進み、さらにその先に少子化という現象が、現在の日本で非常に大きな問題になって

きているわけですね。家族が作れない。家族を支えるに足る、それだけの収入が仕事の世

界では得られないといったような状況がある。 

 何とか家族を作ることができたとしても、もちろん収入に差があるわけですから、次世

代である子どもの教育に対して、どれほどの費用や、あるいは意欲でさえも注ぎ込むこと

ができるかということに関して、家族の間の差がとても広がってきています。 

 一部の、まだ比較的余裕があるご家庭の中には、社会全体がこう変わってきていること



が目に見えていますので、これまでよりも一層教育熱心で、単にお勉強だけではなくて、

あらゆる体験を含めて、いわゆる生きる力的な、人間力的なものを身につけさせることも

含めて、もうパーフェクトな子どもを作ろうとして、これまでよりも躍起になっていらっ

しゃるご家庭というものも現れてきている。一方で、もう本当にこれからお話しするよう

な困窮状態にあるがゆえに、子どもたちに何かしてやる余裕がないご家庭というのも、こ

れもはっきりと現れてきている。 

 ちょっと先取りした話になりますけれども、例えば日本では母子家庭の経済的な困窮と

いうのが、大変他の国に比べても著しい。母子家庭のお母さんは離婚の過程でも揉め事が

あったでしょうし、その後も仕事を見つけるのも難しい。お給料も低い中で、ものすごい

ストレスの中で、精神的にもきつい思いをされてらっしゃる方も多いですね。そういう場

合、子どもにいろいろなケアや教育を施すような余裕どころではない。その中でほぼ何も

してもらえない、家庭からの支えや手当がないような子どもというのが現れてきている。 

 このように、一方で、やり過ぎなほどやる家族が現れてきている。他方では、やりたく

てもやってあげることができないような家庭が現れてきている。そうなると、例えば公立

小学校の１クラスあたりの生徒数が減ってきていますけれども、まだ他の国に比べて大人

数のままである教室の中に、今までよりもずっと格差の激しい生徒たちがうごめくように

なるわけです。 

 数年先のことを塾で先取りして習ってきていて、学校で学ぶことなんて簡単過ぎて何で

もないという子がいる一方で、小学校１、２年のころからつまずいてしまって、何も分か

らない。何が話されているのか分からない子もいるわけですね。その中で先生方がどの層

を中央層のターゲットとして教えればいいのかということも、すごく難しくなってきてい

るわけです。一番熱心な層と一番困窮されている層から異なったクレームや要求というも

のが学校に投げかけられるようになってきているという事実があります。良くない言葉で

すけれども、モンスターペアレントという表現のされ方が 近目につきますけれども、一

番モンスターペアレントになりがちなのは、この分布の中の両極であるというような指摘

もあります。教育も成り立ちにくくなっているわけですね。 

 このように循環構造が破綻を遂げつつある。ボロボロの部分というのが表れてきている

わけです。ボロボロの腐った丸木橋のような矢印が表れれば、当然、ここから落ちる人た

ちというのが出てくる。この黒い丸で表しているのが、循環構造から、何かの契機で落ち

てしまわざるを得なかった方たちのことを表しています。何の支えもない、つまり家族の



支えも、教育を通じて身につけられるような学歴や知識やスキルみたいなものの支えもな

く、そして食べていくための十分な仕事の支えもなく生きて行かなければならないような

人たちが、もう可視的になってきている。 

 例えばホームレスを支援されている団体の中からたくさん上がってきている報告として、

これまでの野宿者の方というのは、今まで建設作業に従事していたような 50 代、60 代の

方がメインだったものが、今、若い人が増えてきている。つまり体が頑健な頃は建設作業

で働いていて、それなりに順調だった時期も経ながら、今、苦しい状況にある年配のホー

ムレスの方と、そもそも人生の初発の段階で社会に参入することもできなかったような若

者というまったく別の層がある。年齢的にも、どういう方かという点でも相当に異なる異

質な方たちがホームレスの方たちの中に混在するようになってきているということも指摘

されています。 

 こういう状況の中で、2000 年代の前半ぐらいまでの日本の政府というのは、むしろセー

フティネットを切り下げる方向の選択を取ってきました。民間活力であるとか、自立とい

うことを叫び、様々な手当を削減したりする形で、もともと希薄だったセーフティネット

を一層薄くするような手段を取ってきた時期が、自民政権の終わりごろにはありました。

もっとも一番の末期においては、さすがにその弊害が明らかになっていて、慌ててやり直

そうとしていたわけですけれども、そのすぐあとに政権交代が起こって、民主党も慣れな

くて、震災まで起こったり、なかなか大変だったなという気はします。 

 このような状態にある社会にツギを当てる作業というのは首尾よく進んでいない。首尾

よく進んでいないどころか、民主党の中においてすら、いろいろな方向性が混在していて、

鬼の面と優しい面がクルクルと変わるような、非常に把握しづらいことが起きているとい

うのが、これもあとでお話しする生活支援戦略の中にも一緒くたにされてしまっていると

いうのが現状だと考えています。 

 私たちが立っている社会は今、こういう形をしている。この中のどこかに皆さんは位置

を占めていらっしゃると思います。これに対していったい何が必要かというようなスタン

スで考えていく必要があると思うわけです。これから先は、こういう状況の中で、主にこ

の黒い丸で表した手助けを得られない子どもや若者に関して、より具体的な話をしていき

たいと思います。 

 つぶつぶの黒い丸としての子ども、若者が抱えている困難、一言で困難と言うのは簡単

ですけれども、ここにも様々に複雑な、異なる要因から来る困難というものがあります。



ただ、異なる要因から来るものでもあっても、そのうちの２つとか３つとかが一度に現れ

ている場合もある。このそれぞれの困難が別々のグループに１対１対応しているというわ

けではなくて、１つだけ当てはまる人もいれば、このうち２つが当てはまる、３つが当て

はまる、あるいはここに書いていない、さらなる他の要因も当てはまるといったように、

人によって順列組み合わせ的に困難の組み合わせが非常に多様であるというのが、今の子

ども、若者の状況だと思います。 

 その中で一番頻繁に観察される大きな事柄としては、１つは生まれ落ちたご家庭が経済

的な面で、端的に貧困であったというケースが１つはっきりとあります。もう１つは子ど

も、若者ご本人の、時には生まれつきのものもかなり大きい、障害であるとか、あるいは

疾病であるとか、これはあとからなる場合もありますけれども、こういう心身の不調とい

う、主に医療がまず 初の解決策として講じられる必要があるような困難もあります。そ

して仮に上の２つがなかったとしても、この人間関係のこじれの中で、すごく経済的に貧

しくなくても家族関係がこじれる場合もある。そしてご家族の関係はそんなに悪くなく、

上の２つもなくても、学校やあるいは職場の中で対人関係がもつれにもつれて、そのあげ

く、むしろそれを原因として精神的に、非常に厳しい状況に追い込まれたりしていくよう

な方たちであるとか、その関係のこじれの中で社会との接点を持ちたくない、持つのが非

常に恐ろしいという状態になってしまった若者というものが現れているという状況があり

ます。 

 これらの要因は重複することが多かったり、あるいは単独で現れたりもするわけですけ

れども、単独であれ、重複であれ、いずれも本人が社会的排除という言葉で呼ばれるよう

な状況を生み出しやすいのです。社会的排除というのも、ヨーロッパの、特にフランスな

どでよく用いられる言葉で、日本でもしばしば使われている言葉ですけれども、単に仕事

がないとかいうことではなくて、いろいろな多面的な、本人の自分に対する自信という面

まで含めて、社会生活から排除されてしまっているような状況が生じてしまいやすいとい

うことがあるわけですけれども、より具体的な現象形態は様々です。個々の事例に応じて

間欠泉のように社会のいろいろなところで噴出してくるわけですけれども、その噴き出す

場というのは本当に多様です。 

 例えば生活保護を受けていらっしゃるご家庭の中には、こういう困難を持つ子ども、若

者が含まれている場合が非常に多い。仮に上２つがなかったとしても関係者の中で虐待に

遭う場合もある。児童養護施設の場合も、家族が養育できない場合にそこに入るわけです



から、貧困の場合もありますし、関係のこじれの場合もありますけれども、当然、いくつ

かの要因が重なっているわけですね。不登校も、原因は本当に様々ですけれども、関係の

こじれが一番該当するケースですね。自傷であったり、あるいは何かの依存症であったり、

時には犯罪であったり、あるいはひきこもりであったり、あるいはホームレスであったり、

現れ方は本当に様々なのですけれども、その背後には、これらの要因の組み合わせがある。 

 ちなみに、さきほど申しました社会的排除ということに関しては、つい 近、９月に、

もう皆さんはご覧になったかもしれませんけれども、内閣官房社会的包摂推進室から出た

報告書が、そのタイトルも「社会的排除にいたるプロセス～若年ケース・スタディから見

る排除の過程～」というタイトルを持った報告書があるわけなのですけれども、こちらで

は社会的排除のパターンを、さっきの私の分類とはやや重なる面もあり、やや違う面もあ

りという感じで分類しています。 

 １つは生まれつきですね。これは私が先ほど掲げた２個目にある程度近いものですけれ

ども、２つ目は家庭環境に様々な問題が、と書かれています。ここでは家庭ということに

注目しており、経済的な面と関係的な面は区別していない。さっきの私の分類とは重なる

ようで、ややズレるといったような微妙な関係にあるわけです。３つ目は学校や職場など

における劣悪な環境と書かれていますけれども、これは比較的、私が言った関係というと

ころに近いかもしれませんね。生まれつきとか家庭とか、学校、職場というように、ある

困難が現れる原因になる場で分けたのがこちらであり、もう少し要素を重視する形で分け

たのが、先ほどの私のシートであるということになります。 

 そしてあとは、様々な現われ方をすると申し上げましたけれども、これもたぶん皆さん、

目にされたデータが多いのかもしれないと思い、ちょっと早めにパッパッと確認だけする

ような形で、これからグラフや表を見ていきたいと思います。１つは増加を続ける子ども

の貧困率という、国民生活基礎調査から作られたグラフです。 

 これで１番上の「大人が一人」というところのグラフはかなりデコボコがあるのですけ

れども、それよりむしろ下の流れているグラフのほうを見ていただいたほうが、趨勢がは

っきり表れているわけです。この赤い線が、社会全体としての相対的貧困率ですね。緑の

線が子ども貧困率、青い線が、子どもがいる現役世代の貧困率、赤いほうが、大人が二人

以上の家庭の貧困率といったように、いろいろなケースに分けて、貧困率の推移を示して

いるわけですけれども、ダーッと右に上がるように漸増しているということがはっきり見

てとっていただけると思います。 



 このデータを、ある単時点で見たものが次の OECD30 か国についてのグラフです。ち

なみに、貧困率については、皆様、相当若者への支援に専門的に携われていらっしゃる方

もこの中にたくさんいらっしゃると思いますので、改めて説明する必要もないのかもしれ

ないと思いつつ、今一度ちょっと確認しておきます。ここで言っている貧困率というのは、

いわゆる相対的貧困率ですね。相対的貧困率というのは各世帯の可処分所得を世帯員数の

平方根で割った値であるところの等価可処分所得と呼ばれるものです。すみません、こん

な何か本当に教科書的な知識を改めて申し上げているのは多少気恥ずかしいというような

気もするわけですけれども。言葉の説明はどこからでも知識を得ていただけると思います

ので、改めて強調する気もないですが、そういう等価可処分所得が中央値の半分未満のケ

ースを示してあります。相対的貧困率が社会全体ですね、子どもの貧困率は、言うまでも

ありませんけれども、これはいずれも個人単位で貧困率を計算したもので、こちらは等価

可処分所得で割る前の、世帯の貧困率を示しているものです。 

 ここで注目していただきたいのは、この表で順位と示されていますが、これは貧困率が

少ないほうが順位は高くなっています。順位の数字が大きいほうが、貧困率が大きいわけ

なのです。30 か国並んでいる中で、全体的にあまり良い成績ではないのですけれども、全

体で見ても 27 位ですね。つまり社会全体で見ても、４番目に成績が悪い。OECD30 か国

の中で悪い方から４番目だということが分かるわけです。ここを見ていただきますと、大

人が一人世帯の貧困率は 30 か国中 30 位。OECD 諸国の中で も悪いわけです。大人が一

人の大半は母子家庭なわけですけれども、母子家庭の置かれている状況の厳しさに関して

は、日本は突出した面があります。それは先ほどの日本型循環モデルの中にありましたよ

うに、あの循環モデルというのは男女間の性別役割分業というものを非常に深く、絡みつ

くように内包しているがゆえに、女性が働いて収入を得るということの難しさというもの

が今に至るまで続いている。尾を引いている。それが、女性しか稼ぎ手がいないような家

庭が生きていくことの、生計を立てることの厳しさということに直に反映しているという

面があります。 

 様々なデータを持ってきてみましたが、これは厚生労働省の国民生活基礎調査からです。

各世帯が、どれぐらい生活が苦しいかというのを全世帯、高齢世帯、児童のいる世帯、母

子世帯というように世帯のカテゴリーを分けて、苦しい方たちがどれぐらいいるのかとい

うのを示しました。全世帯に比べて、子どもがいる世帯、特に母子家庭ですと、やはり苦

しい度合いというのがすごく大きくなります。この苦しい度合いというのは母子家庭の場



合はもちろん、お母さんの収入がなかなか得にくいということがあるわけですが、子ども

がいる世帯でも、普通の世帯全体と比べて、苦しさが高くなっているというのは、やはり

ここに子どもの教育にお金がかかるということが、非常に、直に関わっているわけです。 

 これは少しあとの政策の問題のところで述べますけれども、さっきも言いましたけれど

も、日本の政府というものが教育に税金から投入するお金を抑制しているがゆえに、家庭

というものがいろいろな点で、お金を学校から請求される。お金がかかる。学校からだけ

ではなくて、重くのしかかってくるのは学校外教育です。ここらへんが絡み合っているの

ですけれども、政府がお金を節約しているがゆえに教員１人あたりの児童生徒数、教室あ

たりの生徒数が多い。ですから、ある意味、雑な教育しかできていない。一斉授業方式の、

教師が黒板を使って授業するような旧来のやり方というものが日本でとられている度合い

は他の国に比べてすごく高いですね。きめ細かい指導はできていない。にもかかわらず、

例えば PISA とか TIMSS とか、国際的な学力比較調査において、日本がやや落ちたりも

しながら、トップクラスを維持できているのは、そういうある意味、雑で粗い学校教育を

学校外教育で家庭が必死で補ってきたという事実に支えられているわけです。あるいは家

庭の中で、母親が宿題を見てあげるとか、とにかく学校ができない分を学校外教育で、家

庭が補ってきた面があるわけですけれども、教育費用面、教育行為面で子どもがいる世帯

にとっては非常に負担が大きいということは、ここにも反映されているわけです。 

 次のグラフも家庭の経済状況と子ども学力というのが、非常にきれいに対応しているこ

とが表れています。これは文科省の全国学力テストの結果を分析した結果ですけれども、

も収入水準が低い家庭と も高いところの間では、正答率にして 20％ぐらいの違いがあ

ります。豊かな家庭というのは経済的にはもちろん、他の点でもいろいろな資源を備えて

いる場合が多いと。あるいは経済的に豊かであれば、いろいろな資源を購入することがで

きると。それによって子どもの教育達成というものを引き上げる様々な手立てを講じるこ

とができることが反映されているわけです。 

 次のグラフは、親の収入と大学進学率との関係を示しています。あまりにもはっきりし

たグラフですので、説明がいらないほどですが、黄色で示したグラフというのは４年制大

学進学率です。これは家庭の収入ときれいに対応した右上がりのグラフを示しています。

それ以外は右下がりの停滞するようなグラフを描いているわけですけれども、 初の図で

申し上げたように、大学進学率が上がってきたと言いつつ、上がってきた進学率をまだな

かなか享受することが難しいのが、収入が少ないご家庭です。 



 日本の高等教育の財政的な状況というのも、皆さんご存じと思いますけれども、これほ

ど私立が多く、これほど学費が全体に高く、しかも奨学金政策が充実していない国という

のは世界を見渡しても珍しいほどの状況に日本はあります。よくこれで保っているという

ため息が出るような状況が日本の中にあるわけですけれども、それを支えてきたのは、必

死でお母さんがパートに出たりとか、貯金を取り崩したりしながら、子どもの高等教育に

かかる費用を、身を削りながら弁済してきた家庭というものが、その裏にあるわけです。

それすら難しいような給与水準の家庭ですと、今の労働市場や経済構造の中ではあって当

然のような、十分条件ではなくて必要条件とみなされることもだんだん強くなってきてい

るような「大学卒」という経験や経歴を調達する前段階で、そもそもそこから排除されて

しまっている。そのような状態が、収入が低いご家庭にはあるわけです。 

 次の図はここから何枚か、先ほどのものもそうですけれども、阿部彩さんという国立社

会保障・人口問題研究所の、子どもの貧困に関しては第一人者と言っていい阿部さんのご

研究からいくつか図表をお借りしてきています。この図は貧困とアウトカムをつなぐ経路

として、非常に単線的ではなく、そもそも家庭の貧困というのは低所得が一番ベースのも

のであっても、単にお金がないということだけではなくて、情報の不足であったり、ネッ

トワークの欠如であったり、文化的にも乏しかったりといったことを同時に伴いやすい。

それが結局、栄養や医療や家庭の環境や親側のストレスが子どもにも悪影響を及ぼしたり、

学習支援の不足、住居の問題、近隣、住む地域もある特定のところに引き寄せられがちで

あったり、あるいは意識や親自身の就労状況など、いろいろな経路をたどって、子どもの

将来に非常に大きなキズを残しがちである。そういうことが阿部さんによって、いくつか

の研究をまとめる形で指摘されています。 

 このように書くと、この場にはいらっしゃらないと思うのですけれども、「はあはあ、や

っぱりあいつら様々にダメなのだな」というような印象を、今の日本の社会では持たれか

ねないので、こういう図を出す場所というのも、ちょっと気を使わなければならないよう

な事実さえあるのが、日本の社会の今のむごいところです。ここに来て下さった皆さんで

あれば、これが彼らがいかに厳しい状況に置かれているかを表しているものであり、これ

ほど包括的ないろいろな不足の状況にあるからこそ、手立てが必要なのだと解釈していた

だけることは確かだろうと思います。 

 先ほどのアウトカムというところの話もありましたけれども、子ども期に貧困であった

ことによって、それが大人になったときに明らかに反映されているということを、これも



阿部さんによる検証の結果があります。ここでオッズ比という統計用語が出てきています

けれども、左の目盛の１が「普通」のところになっています。そして普通でない、例えば

「やや苦しい」とか「大変苦しい」は、それよりも高かかったり、低かったりするケース

があります。これは統計的な計算によって、何倍ぐらいの確率でそうなりやすいかという

のを示していて、それがこのオッズ比という数値の読み方です。 

 つまり子どものころに普通の生活をしていた人に比べて、子どものころにやや苦しい、

あるいは大変苦しい生活だった場合に、大人になってから食料面で困窮する確率というの

は、やや苦しい場合には２倍強、大変苦しい家庭環境であった場合には３倍強の確率で、

食料面での困窮に遭遇しがちであるということが、社会調査のデータを丹念に取得するこ

とによって、かつ計算を加えることによって算出されているわけです。あとの読み方も同

じで、全体として普通に比べて、食料困窮、衣服困窮、あるいは医療の受診を抑制するで

あるとか、現在、暮らし向きが大変苦しくなる確率であるとか、あるいは低学歴になる確

率であるとか、あるいは生活保護の受給率であるとか、どちらかという全部望ましくない、

できれば望ましくない、そういうことの指標を表しているわけです。それに該当してしま

う確率が、子どものころの家庭がどういう経済状況であったかということによって、数倍、

そこに陥る確率が大きくなってしまっているということがあります。 

 これまでは主に貧困ということについてデータをお見せしましたけれども、それ以外の

虐待の増加についても、かなりはっきりしたグラフの推移を遂げています。こういうグラ

フの推移があることは事実だとしても、虐待に対して敏感な社会になってきていることに

よって、通報が増えたこともここには混入していますので、これが現実を直に反映してい

るというよりは、社会の見方も含めて、虐待への関心が高まっているということの現実の

変化とかがないまぜになってこういうグラフができ上がっていると解釈していただければ

と思います。 

 次は不登校ですけれども、不登校率も 90 年代にグーッと、特に中学校で増加し、その

後も改善されることなく、高い水準を続けているということもご存じのことかと思います。

このあたりは政府の広報とかで見ることができるグラフですので、ご存じかもしれないと

思いつつ、お示ししております。次は今年３月の雇用戦略対話の資料ですけれども、これ

が非常に注目されましたのは、日本が新規一括採用と言われながらも、例えば中学校、高

校、高等教育と進む中で、次の段階に進まないで就職した人やいったん就職しながらも３

年以内に早期離職した人、あるいは就職といっても一時的な仕事に就いた人であるとか、



あるいは次の段階に進学しても中途退学した人であるとか、あまり統計的に見るには埋も

れてしまいがちな人たちを合わせると膨大な人たちが、順調な教育から仕事への飛び移り

ではない、どこかでその道筋から外れてしまっているということを全部計算で足し合わせ

て示してくれたということで、大変注目された図なのです。「新卒一括採用があるし」とか

「日本は若年失業率が低い国だし」とかいうような言われ方が、今なお、されていますけ

れども、実はその背後で明らかにいろいろな節目節目で、そこからこぼれ落ちてしまって

いる若者が、足し合わせると非常に膨大になっているということを示しています。 

 次のグラフも、これはもっとはっきりした単純な指標ですけれども、若年の失業率であ

るとか、あるいは非正規雇用率の推移を示したものです。 初にお示しした全体の失業率

と同様に、若年においても 90 年代に入ってグーッと失業率や非正規雇用率が折れ線、棒

グラフともに増えました。いざなぎ超えの景気回復期にちょっとましになりますけれども、

またそのあと上がっていくというのが、若者についても同じように観察されるわけです。

同じ若者の中であっても、年齢別に見て、かつそれぞれのグラフが学歴別になっています

けれども、特に一番若い層ほど全体として失業率は高い。かつ若くて学歴が相対的に低い

層、これだけ大学進学率が上がってくる中で、高卒というのが低学歴になってしまってい

る状況があり、その人たちの中でやはり失業率が高くなっている。より若い層ほど、そし

て若い層の中でも、学歴等が低い層において、集中的に失業率が生じるような傾向がある。 

 次のグラフはひきこもりということも、話題になることが 90 年代後半から非常に大き

くなってきているわけですが、これは内閣府の調査結果の中が、ひきこもりになったきっ

かけについて聞いた結果です。ひきこもりというのはわりと不登校であるとか、学校での

いじめが原因でというイメージで考えられている向きも多いかと思うのですけれども、こ

のグラフが大変印象的なのは、職場になじめなかったとか、就職活動がうまくいかなかっ

たというような、学校の中での関係よりも、学校から仕事への飛び移りであるとか、ある

いは仕事に就いたあとでの職場における、職場のひどさがきっかけとなってひきこもりに

なっているケースが、病気というきっかけと並んで非常に多いということが、すごく印象

的です。 

 経済が膨らまなくなる中、今、職場が大変荒れています。ハラスメントやものすごい罵

倒や、ときには暴力といったことも全然珍しくなくなっている、そういう職場の状況があ

る中で、そこで非常に辛い思いをしてひきこもったというような経緯の若者が非常にたく

さん存在していることが分かります。その背後には、そもそも職場になじめない、あるい



は就職がうまくいかない理由として、何かもっと時間的にさかのぼるべき原因があった場

合もあるかもしれませんが、それが明らかに現れるのは仕事への飛び移りや、仕事に就い

た後です。まだ教育というのは、なんだかんだ言って何とかやり過ごせるというか、ヌル

さを持っている場合が多いのですけれども、仕事の場所というのは、それこそ利益を上げ

るという至上目的がある中で、人に対してものすごく残酷な、冷たいやり方をしますから、

そこで排除というものが顕在化しがちであるということをこのグラフは表しています。 

 というように、様々な形で、様々な要因で困難が噴出してきているわけですけれども、

それを単に個人のなになにが悪いといったようなことで還元して理解するのは、もちろん

間違っています。個人がある特定の条件や要因を持っている、個人が排除されるか、され

ないかというのは、これは社会の側の状況に原因があると考える。例えば障害学の中で、

障害の個人モデルから障害の社会モデルへというふうな認識、理解の変化はありますけれ

ども、同じことが、この子どもや若者の社会的排除に関しても言えると思います。 

 困難の背景にある社会構造としては、やはり無視できないのは政策の問題というのがあ

ります。社会状況に対して、これまで講じられてきた政策が非常に不備な面、不十分な面

があったということは否めない。例えば社会保障政策においては貧困への対処がずっと希

薄なまま、なんとか経済成長力があるから、政府が手当をしなくても企業から賃金や収入

を得られるという前提があったがゆえに、言葉は悪いですけれども、サボることができて

いたわけです。そういう状況が今、失われてきているのに、まだサボり続けようとしてい

るというか、あるいはサボる気はなくても、それを実施するための財政的な裏付けという

ものが今、すごくボロボロになってきているという状況があるわけです。けれども、とに

かくできていないことは確かであると。 

 教育政策についても同じようなことが言えます。これまで財源の投入や１教室あたりの

生徒数であるとか、様々な面で節約し、ある種、雑なやり方をしてきた。それが雑でも成

り立ってきた背景にある家族の支えというものがなくなる中で、どんどん機会の格差や、

あるいは教える中身の問題というものが、今、浮上してきていると私は考えています。私

が特に気にしているのは、教育機会の格差というのは非常にいろいろなところで指摘があ

るのですけれども、教育内容の有効性が低いということについて、もっと何とかならない

かというのを、かなり口をすっぱくして指摘してきているのが、私のこれまでのいろいろ

な研究や提言などです。これは後ほどデータでお話しますが。 

 あと、もう１つは雇用政策ですね。雇用政策に関しては、いろいろなことをやっている



ではないかとお感じなるかもしれません。様々な機関ができ、様々なトランジションのた

めの橋渡しをするトライアル雇用であるとか、若者ハローワーク、ジョブカフェ、サポー

トステーションであるとか、もう屋上屋を架すようにいろいろなものがあるではないかと

お感じかもしれませんけども、そういう何とか若者にカウンセリングをして、そして正社

員につなげるという政策が、これまで大半だったというふうに私は思っています。 

 何が足りないかというと、さっきのひきこもりの原因にありましたけれども、一生懸命

手当をして仕事に就かせた後で、正社員の仕事そのものが今ものすごく荒れている状況の

中で、何とか仕事に就いてもらってもすぐ挫折して戻ってきたりとか、そこでボロボロに

されたりということがいくらでも起きるような状況になっているのに、職場を適正にして

いくための政策というのが非常に手薄である。若者を何とかどこかの会社に突っ込んでお

けば、そこで引き取って何とかしてくれるだろうという発想が、これまでの雇用政策の中

には多すぎる。それがメインでやってきすぎたのではないかと、常々、非常にもどかしい

思いで見ているわけです。 

 労働時間の長さであるとか、サービス残業の多さであるとか、サービス残業が多いとい

うことは結局、実質的な時間あたり賃金は 低賃金を割っていたりする場合もありますし、

そもそも 低賃金の水準が非常に低いという問題である。時間面でも賃金面でもそれ以外

のハラスメントなどの面でも、働く側がボロボロにされてしまうような状況が放置されて

いる。にもかかわらず、その職場に入れ込んでおけ、入れ込んでおけ、入れ込んでおきま

しょうと、カウンセリングして、マッチングして、つないでというような政策ばかりに偏

っているのはおかしいのではないかということを前から感じているわけです。 

 労働市場の荒れをこちらに書いています。労働市場に入って仕事だけしてもらえばいい

というわけではなくて、人間としての尊厳を取り戻すためには、もちろん居場所であると

か、承認をしてもらえる関係であるとかが必要なのは、もちろん分かっているというか、

認識したうえで、あえて労働市場に、非常に大きな問題があるということで申し上げてい

るわけです。 

 労働市場の問題の１つは正規と非正規が、とても両極端な働き方になっていて、正規に

とっても非正規にとってもむごい。よく非正規のほうのむごさだけ言われますけれども、

実は日本の正社員、正規というのも相当に別の意味でむごい面を持っている。そこをめぐ

ってこれまでの戦後日本型循環モデルのときと同様に、正社員にしておけば安心でしょう、

という前提がまだ続いていると。この境界線の強さ、どっちも別の意味でむごくなってい



る労働市場をなぜ直視しないのかということが、政策面からとても重要であるわけです。 

 あとは、そのむごさが行き着いた果てに法律も人権も簡単に踏みにじるようなやり方と

いうのが、まかり通ってしまっている。それを防止しようとする動きはものすごく薄い。

このままでいいわけはないと思っています。 

 今、申し上げた諸政策の問題について、またいろいろなところからグラフや根拠を貼り

付けているわけですけれども、この調子で全部ご説明していきますと時間が足りなくなっ

てしまうのではないかということが心配になってきつつあります。皆様よくご存じかもし

れない思うことは飛ばしながら、一層駆け足でまいります。 

 政策の問題としては、家族関係の社会支出が教育関係の支出と同様にものすごく少ない。

戦後日本型循環モデルのときに言いましたように、循環が回ってくれているから、教育や

家族に政府がお金を払わなくても済んできたと言いましたけれども、次に見るように、教

育に対する支出も少ないうえに、家族を支えるための財政支出というのもすごく少ない。

日本の社会保障というのはご存じの通り、ほぼ高齢者に対する年金と医療が増分の大半を

占めているのであって、より若い層に対する手当というのは今、非常に薄いままですね。 

 また日本という国は再分配、つまり税金を取ったり、返したりしたあとに、むしろ貧困

率が上がるという、世界的に見て、とても恥ずかしい国です。再分配が再分配として機能

していない。再分配というのは文字通り再分配ですから、豊かな人から苦しい人に再分配

するための税やその受け入れという処置があるわけなのですけれども、それをくぐったあ

と、むしろ苦しい方が一層苦しくなっているという状況があって、これも機能していない

わけですよね。 

 教育への公的支出の少なさも、黄色で塗っているのが日本の数値ですが、どれもすごく

成績が悪い。特に公的支出の少なさが目立ちます。ただ一番目立つのは、高等教育に関す

る公的支出を見ますと、日本が GDP の 0.5％ですから、それより悪いのはチリの 0.3 だけ

ですね。もう 下位に近い。これは必ずしも経済的に先進諸国ではない国まで入れた表な

のです。チリであるとか、スロバキアであるとか、日本よりも経済的な発展度合いが低い

国まで含み込んだ、かなり大きい表なのですけれども、その中でもほぼ 下位である。GDP

で切って、より先進的な国だけ取り出すと、常に日本は 下位です。しかもここには、私

費負担のところには塾やお稽古ごとという学校外教育支出が算入されていない。算入され

ていない状態で、これほど私費負担が大きくなっているという非常に厳しい教育に対する

財政的基盤の状況がここからも分かるわけです。 



 さらに、これがすごくインパクトのある図だと思うのですけれども、国立大学の学費で

す。私立ではもっと高いわけです。こっちが奨学金受給者割合です。全体として、このあ

たりを這っていて、こちらにこう立ち上がる国があるというような分布をほかの国はとっ

ているわけですけれども、日本は国立大学だけで見ても、これほど学費が高く、かつ奨学

金の受給率がこれほど低い。高等教育を受けるにあたっての学費の軽減であるとか、ある

いは奨学金の支給であるとかに関する支えというものがポンと１つ離れるような形で、他

国の標準とはまったく乖離したような現実を日本は示しているわけです。 

 次の２枚のグラフは教育内容の問題です。教育内容ということに私がこだわっているの

は、教育内容の変革というのは比較的、あくまで比較的ですけれども、多大な財政投入を

しなくてもやりやすい。つまり今、国として全体的にすごく厳しい状況の中で、ものすご

いお金をザクザク流し込まなくても、教える内容を変えるということは比較的やりやすい

のではないか。にもかかわらず、そこのところの手当、手立てがものすごく遅れていると

いうことが、あまりにももったいないというか、愚かしいのではないかという気持ちもあ

って、これまで強調してきました。 

 これは科学を取り上げて、それを勉強することが仕事にとってどれほど役に立つかとい

うことについての意識を示したグラフです。例えば科学を勉強することは自分自身にとっ

て役立つ、将来やりたい仕事に就くために役立つ、自分のキャリアビジョンを向上させる

ために役立つといったような、科学を学ぶことと自分の将来ということをつなげて考える

発想が、底を這うように、すごく日本は悪くなっています。他の国はこれぐらいの水準で、

緑が OECD 平均です。今、学んでいることが、どのように具体的、実質的な内容面で将来

につながっていくかということを伝える教育が、日本のお金を惜しんだ、雑な学校教育の

中ではできていないわけです。そして今なお、日本の教育というのは、いい成績をとって、

いい高校や大学に入って、なんとかより有利な将来にたどり着くための、そういう通過点、

手立てとしての成績、お勉強というふうに見なされている度合いというのが非常に高い。

学ぶことの本質的な意義というものが、これほど低い状態に対して、やはり、その回復と

いうことは絶対に考えられるべきだというふうに考えています。 

 そして次は大学教育に限った話ですけれども、日本とヨーロッパの大学卒業後３年目の

人を調査対象にして、大学で学んだことと、その後の仕事に役立っている度合いを示した

グラフです。この青い折れ線ですね、職業における大学知識の活用度というところに関し

て、日本がガクッと低いです。これは実はちょっと複雑な事情があって、大学側も悪いの



ですけれども、仕事の世界も悪いと。両方の問題がかみ合ってしまってこういう状況が生

まれています。 

 これまでの大学と仕事に間には、大学で仕事に役立つことなんて教える必要ないよね、

というような共通認識があり、大学側はいわば象牙の塔的な、あるいは人格形成は結構高

く、人格の発達という点に関しては、他の国と同程度の水準を維持しているのですけれど

も、人格や教養やといったことに注力していれば、あるいは何に注力しなくても構わない

ような日本の大学教育があったわけです。その果てに仕事側も大学側も大学で学んだこと

を生かしていこうという発想が、非常に低くなってしまっている。これはものすごくもっ

たいないことです。今の大学は考え直してみれば、ある種、詐欺のような。私は大学教員

でありながら、こんなことを申しておりますが、別に自分を顧みずに言っているわけでは

なく、今、すごく弁解がましくなっていますけれども、自分は、目の前にいる学生に対し

ては、そうでないように振舞おうというふうに日々しているということは今ちょっとお伝

えしたうえで申し上げます。詐欺状態になっているというのは、国立大学であれ、私立で

あれ、すごく学費が高く、しかも奨学金が得にくい状況の中で、とても高額な教育を何と

か受けているわけです。それは卒業後の仕事に役に立つわけでもなく、かつ大学教育の後

半というのは、就職活動やそのためのキャリア教育に割かれて、高いお金を払っているの

に、後半はほぼ就活のための時間になっていると。いったい何のために、これだけのお金

を払って、学歴という肩書きだけを得るためであるかのように、高等教育が今、動いてし

まっているというのは、いくらなんでも問題があり過ぎるだろうと。もっと大学で学ぶと

いうことの実質化、特に仕事の世界との連関ということを、企業の側も、若い時期に４年

間過ごした、そこで学んできたことの重要さを、そうそう踏みにじるようなことはやって

ほしくないのですけれども、こういう詐欺的な高等教育の状態が続いてしまっている。 

 バラバラいろいろなグラフを貼り付けてしまっていますが、次のグラフは無業の若者が

何らかの就労、若年就労支援と呼ばれるようなものを受けているかどうかをグラフにした

ものです。非常にアウトリーチが足りないということが、このグラフから分かります。 

 無業の若者が仕事に就くために何をやっているかというと、情報誌やネットを見るとい

うのはたくさんやっています。簡単ですし。また、ハローワークにも３割ぐらい、３分の

１ぐらいは行っている。ところが、若年就労支援ということで実施されていることの多い、

その種の機関の利用であるとか、あるいは合同説明会であるとか、公的な教育訓練である

とか、資格取得であるとか、あるいは就労体験とか、無業者の中で、それを経験したこと



のある若者というのはものすごく比率が低い。ですから、いろいろな若者就労支援政策が

実施されてきているような印象もないわけではないですけれども、実際に若者たちにそれ

が行き届いているかというと、全然そんなことはないですね。 

 広報とか普及の努力の問題なのか、あるいはこういう機関において提供している支援が

ある種の若者にとっては、そもそも好ましくないというか、嫌なものとして感じ取られて

いるのか。なぜこうなってしまっているかの理由については、なかなか分析がまだ進んで

いないのですけれども、とにかくアウトリーチはできていないということだけは、ここで

確認できます。 

 次に労働市場の問題なのですけれども、先ほど申し上げた正社員にとっても非正社員に

とっても、別の意味でむごい状態が発生しているというのは、その背景にあるのは、日本

的雇用慣行、実をいうと先ほどちょっと触れたことでもあるのですが、日本の正社員側の

異常さ、他の国の世界標準と比べた日本の正社員の働き方の特異性というものを、もう１

回、社会的に確認しておく必要があると思うのです。どういう意味で特異か、あるいは正

社員と非正社員がどう両極端かを把握するうえで、この「ジョブなきメンバーシップ」、あ

るいは「メンバーシップなきジョブ」という表現は、濱口桂一郎さんが新書で議論されて

いることなのですけれども、大変分かりやすいので、濱口さんの言葉を借りて、ここに持

ってきています。何のことかといいますと、濱口さんによれば、他国に見られないような

日本の正社員の特徴は、雇用契約を結ぶ際に職務内容に関する契約性がものすごくいい加

減、あるいは希薄だということが、日本の雇用契約の、世界でも突出した特徴だというこ

とを濱口さんはおっしゃいます。 

 これこれこういう内容を、これこれこういう分量をやるために、あなたを雇います、私

は雇われますという仕事内容、つまりジョブについての契約という形で、雇用契約が成立

しているのが世界標準なわけですけれども、日本の場合はそうではない。何の仕事をどれ

ほどやるかという職務内容面での契約ではなくて、この企業のメンバーに入れていただき

ますね、その身分を与えます、あなたを抱え込んであげます、そういう形の契約になって

いるというのが日本の雇用契約の特徴です。 

 契約書にささっと何か書かれていたりすることもありますけれども、それは雇われたあ

とでいかようにも、状況に応じて変更可能なものというふうに、これまでの判例法理など

でも見なされている。雇用を、まずメンバーシップを与えてあげているのだから、それ以

外のことはごちゃごちゃ言うな的な、そういう契約になっているわけです。 



 このように世界的に見ても珍しいような正社員の働き方であることによって、いろいろ

な問題が起きているわけですが、１つは、これは非常に強い参入障壁を生んでいるという

ことがあります。あなたはうちの組織のメンバーだよね、という身分を与える契約ですか

ら、その際の採用基準は当然、メンバーとみなすに値するかという採用基準になるわけで

すね。それは具体的にその人が、これこれこういう何かをしっかりできるかどうかという

基準ではなく、それこそ、その人全体を見た、雰囲気だったりとか、あるいは経歴であっ

たり、あるいは男性か女性かという属性まで含んだ、そういう全体的で曖昧な判断になっ

てしまうわけです。実は、そこにはいくらでも差別が入り込みます。よく一緒に働きたい

人かどうかとか、フィーリングが合うかどうかが大事です、といったようなことを企業が

言うのも、そういうメンバーシップを与えるかどうかということが採用基準になっている

からなのですね。メンバーシップを与えるかどうかということが、例えば女性の場合には、

当然、出産であるとか、育児の時期というものが、人生のある時に挟まることが多いわけ

です。そういう時期を不可避的に持つ女性というのは、常にずっとフルのメンバーとして、

どこまでも貢献してもらえる存在ではないと企業は考える。ですから女性に対する採用に

は尻込みしがちになる。 

 そしてまた、もう１つ大きな差別は経歴差別です。若い人はよく、履歴書の空白がある

と、すごく就職しにくい、という言い方をしますけれども、履歴書の空白というのは、こ

れまでの経歴の中で、ピカピカのバッジとしてのメンバーシップを持っていない時期を経

験しているということですね。典型的に学校の校章であるとか、企業の社員証というよう

な形で、メンバーシップの証というものを持っていなかった時期、つまり失業や求職者と

しての求職活動や、あるいは無業やひきこもりといった時期を持っていたような人に関し

ては、企業の採用担当者にヒアリングをするとこういう表現をします。「そういう人は何か

腰を落ち着けて、一生懸命働いて貢献してくれるのではなくて、やはり自由が好きという

か、組織になじまないのではないかな」というような表現で言われるようなことがあるわ

けですけれども、ここでは経歴をその人のパーソナリティに読み替えて、それは私たちの

メンバーシップにはそぐわない、与えてあげるには値しない対象であると、そういう解釈

が働いているわけです。ということで、やはり世界標準からすれば、いくらでも訴えられ

て法律違反になりそうな差別が、こういうメンバーシップ型採用には入ってきてしまって

いるということが１つあります。その上、この障壁を乗り越えて、メンバーに入れてもら

ったとしても、メンバーシップ型の採用で、職務内容に則した契約ではないがゆえに、真



面目で柔軟で何でもやればできる人ほど、ものすごい勢いで仕事が増えていくことに対す

る防波堤はないです。例えば、これまで経理課長だった人に、「今度、ちょっと人事課長の

彼が辞めちゃってさ、なかなか人を雇うのも人件費がきついからさ、君、兼ねてよ。期待

しているからさ」というようなことはいくらでも日常茶飯事で起こっています。経理課長

が人事課長を兼任する。今までその分野の仕事をしたこともなく、一から専門知識や法律

知識を勉強して、しかも非常に煩雑な仕事の全責任を負わなければならない、つまり２倍

どころか３倍の仕事が降ってくるような状況が起こることに対して、制度的あるいは法律

的な歯止めは日本にはありません。それによって過重な労働、長時間労働というものが、

いくらでも生じるようになっている。それが日本社会の正社員の特異なむごさです。 

 非正社員のほうは、正社員とは逆に、まったくこれが逆になっていくのがお分かりでし

ょうか。正社員のほうはジョブの輪郭がない単なるメンバーシップ雇用であるのに対して、

逆に非正社員のほうは、メンバーシップはとても希薄です。有期雇用であったり、期限が

来る前に切られたりしますし、メンバーシップはないに等しいですけれども、それだけに

やることは一応決まっている。ただ、今、非正社員のほうにも、やることが決まっていな

くて、これもあれもこれもというように、モコモコ仕事が増えていくような状況が発生し

ているということも大問題なわけですけれども、主にメンバーシップがないことによる不

安定さというのが、非正社員側の問題となっているわけですね。 

 このように両極端な働き方なのですけれども、いずれに関しても、ひどいハラスメント

や法律違反、「うちは労働基準法はやっていないから」とか、そういう言い方をする会社が

増えてきています。「うちでは残業した時の割増賃金というのは基本給に含んでいるから」

といったようなことを言う社長、経営者が後を断たない。そういうアドバイスをしている

専門家もいるというような状況が起こってしまっている。 

 このあとでデータをたくさん示しています。賃金格差や長時間労働や労働災害請求数で

あるとか、ブラック企業という言葉は、たぶん皆さんご存じだとは思いますけれども、違

法な処遇をされている若者は全体ほぼ半数になっています。違法な処遇の第１位は残業代

不払いで、第２位は有給休暇を取らせてもらえないことです。「休みたいんです」と言った

らどなりつけられる。「何を言っとるんだ、お前は。誰がお前の穴を埋めるんだ」みたいな

ことでののしられる。そういう違法な処遇に対して、何か対処しましたかと聞くと、して

ない若者が大半です。何も変えられるとは思わないとか、「自分が何か文句を言うと、人間

関係にヒビが入ると思った」とか、そういう気の使い方でもって泣き寝入りをしている若



者がものすごく多い。変えられると思っていない。その背景には、そもそも労働者の権利

とは何かとか、いったいどのような労働関係の法律があるかということも、まったく学ぶ

機会がなかったような若者も存在しているということが背景にあるわけですね。 

 次に無業者についてのデータだけ、少し説明しておきますと、先ほどひきこもりの原因

が、職場に関するものが結構高い、比率が高いということを言いました。これは別のデー

タで、無業者についてのアウトリーチが少ないということを示したデータと同じものです。

男性でも女性でも今、無業者の人は働く意欲がないどころか、働いた経験がある人が多い

です。８割、９割の人が働いた経験がある。それでも離職しているわけですけれども、そ

の際の理由は、健康上の理由であるとか、労働時間に不満であるとか。長時間労働で体を

壊すといったような理由で、辞めた経験をお持ちの人はかなりの位置を占めている。 

 もう１つ、これは無業の若者が仕事に就くうえで、どういうところに障害があるとお感

じですかということを尋ねた結果ですが、この赤い横線が平均の回答です。それよりも飛

び出しているのが、それに当てはまる比率が高くなっている回答です。どういう項目にお

いて、男性、女性とも「はい」と答える比率が高くなっているかというと、例えば仕事に

就くのが不安だ、あるいは、自分の能力の適性が分からない、あるいは、希望する仕事の

求人が少ない、といったような求人面での事柄もあるのですけれども、多くは不安だ、能

力が分からない、能力に自信がない、といったような、いったい自分がどんな仕事だった

らできるのか、１回傷ついたり、挫折したりして無業になっている若者なのです。 

 これだったらいけそうだという確信があれば、もう１回再アプローチできるかもしれな

いのですが、先ほど言ったようなメンバーシップ型の採用がメインであるところの日本の

労働市場においては、いったい自分がどのような条件を兼ね備えれば、雇ってもらえる基

準を満たしたことになるのか分からない。無業の時期を経験したことだけでもっても、な

かなかメンバーシップ採用においては不利だということは、彼らもよく知っているわけで

すね。それをどうすれば突破できるのか、特定のジョブの訓練を受けたり、勉強したりす

れば、それで何とか採用してもらえるかもしれないというような、はっきりした能力に関

する基準や手がかりがないまま苦しんでいる、迷っている。どうやって１歩踏み出してい

いか分からなくなっているのが無業の若者の置かれている非常に大きな困難だと言うこと

ができます。 

 次のシートは、いかに採用基準が曖昧で抽象的かということです。こういうところで採

用されては、それこそ困難を抱えている若者にとっては、こんな基準を突破するのはとて



も難しくなるわけですね。あんな基準で採用しているがゆえに、実はミスマッチも大きく

なっているのですけれども、企業側は、そういう基準での採用を変えようとしていない。 

 というわけで、問題だらけというか、政策的にも、あるいは特に労働市場の面でも、日

本社会はもう破綻だらけなわけですが、いったいこれを、破綻を座視して、手をこまねい

ているだけではなく、ちゃんとそれに対処しようとするのであれば、いったいどのような

方向性がありうるかということについて、何とかイメージを共有することがまず必要かと

思い、そのモデル図として描こうとしたのが次のシートです。 

 この図を書いた理由は、さっき戦後日本型循環モデルという図を 初にお示しし、その

特徴は一方向的な矢印の循環が回っていたことであると申し上げました。そして 90 年代

以降、ボロボロの矢印が現われ始め、破綻しているということも申し上げました。あのモ

デルに、過去に戻ることがもうできないとすれば、私たちはあれを超えて、破綻を超えて、

新しいモデルを何とかイメージしなければならない。そちらに向けて進まなければならな

い。じゃあ、いったいあの過去を超えてどっちに進みうるのかと考えたときに、あの戦後

日本型循環モデルの問題点は、ある領域からある領域にアウトプットをインプットとして

注ぎこむような一方向的な太い矢印があったことそのものが、働く意味や学ぶ意味や家族

の意味というものを掘り崩していた。そういう現実があったとすれば、そしてもうそれが

成り立たないとすれば、あの一方向的な矢印ではなく、矢印を双方向にするということが

１つの解決のイメージとして、アイデアを与えてくれるかもしれないと思って、こういう

図を書いています。双方向とはいったいどういうことかというと、具体的には、これまで

は家族が教育を支える、一方向的に支える。いろいろなお役立ちを学校教育に対してして

きた面があったわけですけれども、今、もっと教育ということを１つの地域のハブにして、

そこから困難を抱える家族に、社会サービスにつなげるような、そういうやり方がもっと

必要になってきているのではないかと思うわけです。 

 先週の金曜日の夜７時半から、貧困な子どもたちについてのテレビが NHK で放映され

ました。そこでスクールソーシャルワーカーの方であるとか、あるいは学習支援の NPO

の方たちが、教育に足りないことを補って、家族に対する支援、むしろ逆に提供するよう

な役割を、かそけき一歩の前進に過ぎないのですけれども、少し果たし始めている。そう

いうことが、先週金曜日の NHK の特報首都圏という番組では報道されていました。 

 そういうことも広がってきていますけれども、まだまだ薄い面があります。学校を拠点

にして、そこにいろいろな専門職などが集いながら、例えばサポートステーションと教育



の連携も始まっていますけれども、ここには子どもや若者が、不登校になる前であれ、ま

だ集まってきている面がある。そこにおいて困難を抱える若者にできるだけたどり着いて、

一番厳しいところに陥らないうちに支援を提供していく場として、教育をむしろそちらに

対する支援のために生かしていけないかということはあります。 

 あとは一方向的に労働者を送り出すだけではなくて、例えば１回仕事に就いても、もう

１回学校に戻ってきて学び直すという意味でも、双方向性もあっていいと思いますし、あ

まりにも希薄であった、学ぶ内容と仕事内容との連関というものを、どう作っていくかに

ついての対話みたいなものも、もっとあっていいと思います。 

 あるいはこちらはワークライフバランスであるとか、これは両立できるようなあり方と

いうものを考えていくとか、様々にあるわけですけれども、今まではなかったような流れ

というものをどう作り出し、今まで足りなかった分を補っていくかということを考えなけ

ればならない。 

 ただ、この３領域で、もう話は済まなくなっている面がありますので、それを補うため

に政府は、これまでずっとサボってきたセーフティネットですね、死の恐怖に怯えなくて

済むぐらいのギリギリのセーフティネットは提供してもらいたい。でも、それすらできて

いないのが今の日本の現状です。どんどん孤立死、孤独死、家族ぐるみでの孤立死みたい

なものが毎日のように報道されているのが、今の日本です。しかも生活保護水準を切り下

げようとしている。これまでも捕捉率が低かったのに、さらにそれを取り上げようとして

いるというのが今の政府のやり方ですけれども、死には脅かされないぐらいのセーフティ

ネットは、生活保護はまず重要ですけれども、生活保護で賄うだけの財政的な基盤がない

のなら、それ以外の資源も駆使してもらって、とにかく立て直していただかないと、立ち

行かない。サステナブルな社会ではなくなってしまっている。 

 そして単にセーフティネットでつらい人たちを全部受け止めるだけでは、それこそ財政

的にいくらあっても足りない状況が生じますから、ここでアクティベーションというもの

が必要になることは確かです。アクティベーションというのは、１回つらい思いをした人

をちゃんと受け止めて、もう１回元気になってもらって、その人にできる範囲で、社会的

な価値を生み出してもらったり、貢献してもらったりするという、そういう施策のことを

総称してアクティベーションといっているわけです。 

 近い言葉としてワークフェアというのがあります。ワークフェアというかワークファー

ストと呼ばれる言い方とよく似ているものとして、混同されがちなのですけれども、私は



個人的にはかなり違うものとして考えています。ワークフェア、ワークファーストという

のは、まるで尻を蹴るようにして、とにかく働け、働かないものには懲罰を、というよう

な就労第一の発想ですけれども、アクティベーションというのは、もっと寄り添いながら、

当人の意向も重視しながら、深いところから元気を取り戻してもらい、その果てに、でき

る範囲で働いてもらうというのがアクティベーションだと思っています。前者が北風型と

すれば、アクティベーションのほうは太陽型だと。そういう意味でワークフェアとアクテ

ィベーションの間には、北風型か太陽型かということで、かなり姿勢としての違いという

ものがあるだろうというふうに考えています。 

 このあたりは、今、私が申し上げました、先ほどのこのモデルにある程度近いようなこ

とが、今、生活支援戦略として実施されつつある面もある。さっきも申しましたように、

この生活支援戦略は、生活保護バッシングが強まっている中でどうやって生活保護を減ら

すかとか、生活保護につかせないかという水際作戦の一環として浮上してきているような、

とてもヌエ的な面が含まれている施策ですので、いかにそれが困難を抱える人々にとって

一層ムチ撃つようなことにならないよう、太陽型の施策として実現していくかという、今、

瀬戸際にあるものというふうに私は考えています。ですから、どうか皆さんも、ここに来

ていらっしゃる皆様も、生活支援戦略の太陽型の側面を現実化していく方向で、子ども、

若者に対していただければと思います。 

 太陽型の支援の必要条件として、私なりに考えてみたものが次の図です。ごちゃごちゃ

していまして、申し訳ありません。この支援が備えるべき機能として、少なくとも４つの

色の丸ということを忘れてはならないと思います。この４つを備えているかどうかという

ことが、支援の場や組織、機関の点検のための１つの基準として使っていただけるのでは

ないかと思っています。 

 大きな青い丸の上半分が、支援対象の今現在を支えるためのもので、下半分がアクティ

ベーションに向かっていく、これからどう将来につなげていくかに関することです。そし

て、現在、彼らが困難や、あるいは、それこそ死に近いものに脅かされているとすれば、

１つは物質的な、もう１つは内面的なところで、それを支えていく必要がある。居場所や

承認であるとか、尊厳の回復といったような内面の側面と、もっと物質的な、それこそ住

居であるとか、食事であるとか、そういうところの当座を提供するということが必要にな

ると思います。それで極度に脅かされた状態を脱することができたとすれば、将来に向か

っていくためにはアクティベーションのための教育訓練やスキルアップなどを、求職者支



援制度についてときどき指摘されるような全然役立たないのに座っていれば生活費がもら

えるようなやり方ではなく、もっと内容が実質的に将来に結びつくようなやり方での教育

訓練やスキルアップというものを、これから手厚くしていく必要がある。 

 日本は職業訓練に慣れていない国ですので、いろいろ下手な面がある、無駄な面がある

のを、私たちは社会全体として急いで学ばなければならないような状況にあるわけですが、

とてもそれは遅れているわけですよね。また、重要なのが、忘れていただきたくないのが、

適応というのは個人が変わるほうですね。個人がより社会に役立つ、あるいは、なじむよ

うに変わってもらうやり方なのですけれども、今日、ほとんどの時間を費やして述べてき

ましたように、日本の今の社会の側には、ものすごく杜撰な面や不合理な面が多々含まれ

ています。社会の側をまず、もっと多くの人が生き延びやすいものに変えていく、その運

動であるとか、制度構築であるとか、社会資源を作っていく側の動きが伴わない限り、お

前は変われということを個人に要求するだけだと、これはそれを求められた若者、子ども

側に対して過大な要求だと思います。人びとを受け入れる職場であったりとか、地域のコ

ミュニティであったりとかいうことの変革を、どこか頭の隅に置いておいていただきたい。

いろいろなやり方があると思いますけれども、周りの環境のほうに問題があるだろうとい

う発想を抜かしてはならない。その上で、可能な場合には個人を社会につないでいくとい

うことが必要なわけで、ここに書き込んであるのは、備考のようなことです。 

 次に、支援といっても、支援者と対象者間には、様々な関係の類型があり得るというこ

とで、場合によっては、いろいろあり得るはずなのに１個しか提供していないような場合

も見られたりして、それではよくないのではないかと思うのです。つまり、ずっと１対１

でカウンセリングしていることが１番適切な支援ということもあると思うのですけれども、

そうではなくて、支援対象の若者たちでいろいろ相談し合ったり、友人関係を作ったりし

て、それで叶うこともあると思います。教室形式の、今日のような１対多の講義形式が有

効な場もあると思いますけれど、それだけではやはりダメな場もあるでしょう。若者たち

自身の間での交流によって元気になってもらうというのが、どちらかというと少ない面が

あるかなということを気にしていますので、それをぜひ拡充していく必要があるかなと思

います。 

 次のこれはモデル事業として実施されているパーソナル・サポート・サービスの理念図

です。これもご存じかもしれませんが、パーソナル・サポート・サービスの理念としてや

はり重要だと思うのは、下に書いている５つの理念です。これは当時、内閣府の参与だっ



た湯浅誠さんが他のチームメンバーと知恵を寄せ合って作った５つの理念です。本人と向

き合うこと、本人の個別状況に合わせること、本人を窓口に合わせるというよりも、本人

が必要としている支援をいかにして提供するかという、本人本位の支援をできるだけ提供

するということ。 

 またブチブチ切れるような、例えば 18 歳までで終わりとか、ある年齢までで終わりと

いったようなブチ切りの支援ではなくて、継続的に見守っていくような支援とする。ある

施設には６か月以上いてはならないといったような、そういう更生施設みたいなものもあ

ります。「悪いけど出て行ってもらわなければならない。ここの施設はそういう施設だから。

じゃあさようなら」というふうなことで、支援を終わりにできるような状況ではなくなっ

ている。そういう官僚的なルールにも従わなければならない面もあるかもしれませんが、

縦割りや横割りの裂け目をどうつないでいくかということを今、真剣に考えなくてはなら

なくなっていて、それを補うための制度がパーソナル・サポート・サービスです。 

 そして極度にきつい状況になってくる前の予防的支援が必要ですし、環境への働きかけ

といったのが、さっき私が申し上げた、個人をいじるだけではなくて、社会をいじること

が同時に必要だということの案もここに含まれているわけです。このパーソナル・サポー

ト・サービスの理念が、できれば生活支援戦略の中の総合相談センターにも受け継いでい

っていただければな、と思っています。これは内閣府の報告書から持ってきたものですね。 

 次のこれは理想論なのですけれども、私は支援、支援という言葉をこれまで使ってきま

したけれども、やはり支援というのは提供するもの、あるいはちょっと上から下へという

ようなニュアンスを含んだ言葉です。いずれは、支援してあげるとか、支援を提供すると

かいうような関係性ではなく、対等な人に一緒に生きる、寄り添って生きるというような

姿勢を、理想論かもしれませんけれども、どこか頭の端に発想として持っておいていただ

きたい。その発想があるかないかで、相手との関係はだいぶ変わってくると思います。何

か矯正が必要な、弱い、ダメな人に対して、上から的に接するということが、そう接せら

れた側にとって、それだけで重荷になることもあります。「大丈夫だから、一緒にやってい

こうよ」というふうな仲間としての関係性というものが形成できるかどうかというのが、

北風型と太陽型を分ける大きな分岐線にもなるわけです。 

 ちょっと時間が伸びまして申し訳ありません。何とか 後までたどり着きました。以上

で終わりです。 

 


