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青少年の育成に関する有識者懇談会（第５回） 

 

１．日  時  平成１４年７月２５日（木）１４：００～１６：１６ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第４特別会議室 

３．出 席 者         

（委 員） 

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     網野 武博  上智大学文学部教授 

     玄田 有史  東京大学社会科学研究所助教授 

     後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所設立準備室代表 

     中村 雅子  武蔵工業大学環境情報学部助教授 

     広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

     吉田 敬子  九州大学医学部付属病院精神科講師 

（協力者） 

     宮城 治男  特定非営利活動法人ＥＴＩＣ．代表理事 

４．議  題 

１ 開会 

２ 青少年の育成の在り方について（青年期） 

（１）情報行動から見た現代の青少年―ＩＴはココロを変えるのか― 

＜発表者＞ 

中村委員 

（２）青少年の就業問題について―仕事のなかの曖昧な不安― 

＜発表者＞ 

玄田委員 

（３）フリーターから社会起業家へ～、動き始めた若者たち 

＜発表者＞ 
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特定非営利活動法人ＥＴＩＣ．代表理事 宮城治男 

３その他 

４閉会 

５．配布資料 

  資料１ 中村委員説明資料 

  資料２ 玄田委員説明資料 

  資料３ 宮城治男協力者説明資料 

  資料４ 今後の懇談会の進め方（案） 

  参考資料 

  参考１ 第４回情報化社会と青少年に関する調査の概要 

  参考２ 「社会の宝」として子どもを育てよう！（今後の家庭教育支援の充実につい 

ての懇談会報告） 

  参考３ 青少年の育成に関する有識者懇談会（第４回）議事概要 
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                             午後 ２時００分開会 

○本田座長 皆様、こんにちは。定刻になりましたので、まだちょっと空席がございます

けれども、始めさせていただきます。 

 今日は５回目になりまして、本日は青少年の中でも特に青年をテーマにしながら、何人

かの方に特定のテーマを設定してお話しいただくことになっております。 

 本日も松下副大臣と奥山政務官がご出席のようでございますけれども、ちょっと遅れて

おいでのようでございます。後ほどお見えになろうか思います。 

 議事を始めるに当たりまして、配布資料の確認をしたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。 

○椋野参事官 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第を１枚めくっていただきますと、配布資料一覧というのが１枚ございます。そ

れから、中村委員からの資料が資料１としてございます。それから、玄田委員からの資料

が２種、資料２－１、これは１枚ものです。それから資料２－２というものがございます。

それから、今日お話をいただく宮城さんからの資料が５種、資料３－１、３－２、３－３、

３－４、３－５とございます。それから、資料４として、今後の懇談会の進め方（案）と

いうものがございます。これは、後ほど事務局から説明をさせていただきます。 

 参考資料といたしまして、参考１、参考２－１、参考２－２、参考３とございます。資

料の参考１は「第４回情報化社会と青少年に関する調査」の概要でございますけれども、

これは内閣府で実施いたしまして、昨日調査結果を公表したところでございますので、お

配りしております。なお、この調査には中村委員にも分析委員として関わっていただいた

ものでございます。報告書本体は厚いものでございますので、これは追ってお送りさせて

いただきます。それから参考２のものは「今後の家庭教育支援の充実についての懇談会」

という文部科学省の方でなさった懇談会の報告でございまして、今月の 19 日に取りまとめ

られたものでございます。参考２－２もその関係のポイントでございます。参考３は、第

４回の議事概要でございます。 

 委員の方々には、今月の 23 日に内閣府でまとめて公表になりました「平成 14 年版青少

年白書」をお配りしております。 

 以上、ちょっといろいろございますけれども、お手元にお揃いでしょうか。 

○本田座長 ありがとうございます。資料はご確認済みでいらっしゃいますか。 
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 それでは、早速でございますが、ご報告いただこうかと思います。本日は青年期がテー

マでございますけれども、中村委員、玄田委員、それからゲストとして特定非営利活動法

人、いわゆるＮＰＯでございますが、そちらのＥＴＩＣ.の宮城治男代表理事においでいた

だきました。このお３人に発表をお願いしてございますが、まず最初に中村委員から「情

報行動から見た現代の青少年－ＩＴはココロを変えるのか－」という大変興味深いテーマ

でお話しいただくことになっております。 

 それでは、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○中村委員 武蔵工業大学の中村でございます。よろしくお願いいたします。座らせてい

ただきます。 

 懇談会らしからぬちょっとミーハーなタイトルをつけさせていただいてしまったんです

けれども、今日お話ししたいことは、先ほど概要が参考資料としても配布されましたけれ

ども、第４回の情報化と青少年に関する調査のアウトプットがまさにできたてということ

でございまして、分析に関わらせていただいた立場から、ここで分かった知見のうち、こ

ちらと関わり合いの深い部分についてご紹介したいということでございます。それ以外に

も、実際には私自身のフィールドとして、例えば大学生の情報行動について、ある１日を

朝から晩までの活動と対比させながらそのときどきに何をやっていたかといった、情報機

器センタードではなくて本人の活動センタードなデータを集めて積み上げたりしたものも

ございますけれども、なかなかそういった質的データというのは図表にしてお示しすると

いう形にはできにくいものですから、そういったものは少し感覚的ではございますけれど

も、考察の中に織り込む形でデータに基づいた部分を中心にご紹介していきたいと考えて

おります。 

 20 分という限られた時間でございますので、まず最初に申し上げたい内容について簡単

にリストにしたものが１ページ目の下の方の内容のところでございますけれども、一言で

申しますと、ＩＴでは心というものはそう簡単には変わらないということが申し上げたい

ことなんです。ただ、それは我々の実感とずれていると思われる方もたくさんいらっしゃ

ると思うんです。では、そのずれはどのようにして感じられるのだろうかというところも

含めてご紹介していきたいと思います。 

 大きく分けると３つ。１つは、青少年の情報行動の特徴と変化ということをご紹介いた

します。２つ目に、情報エコロジーという言葉を自己紹介のときにも申し上げたんですけ

れども、先ほど申しました活動センタードな捉え方をしたときに、今日の青少年の特徴を
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非常に大きくかいつまむとどのように言えるのかということ。それから、特に昨今「情

報」という科目もできましたし、青少年の情報教育というのが話題になっておりますけれ

ども、これに対してこのデータ等を踏まえてどんな提言ができるのかということをちょっ

とご紹介したいと思います。 

 まず、それでは今日の一番中心になるデータについての概要ですけれども、これは第４

回情報化と青少年に関する調査でございまして、お手元の参考資料の方を詳しくはご覧い

ただきたいんですけれども、かつて 10 年置き、ここのところは５年置きに４回目というこ

とでして、平成 13 年に実施されたものです。 

 青少年といいましても、実は今日のテーマのお話に比べてやや対象が広うございまして、

12 歳から 29 歳までの男女が青少年という定義づけをされております。そのうち 12 歳から

17 歳まで、これはイメージとしましては中高生ということになるんですけれども、これら

の対象者に関しては親に対する調査もマッチングデータとしてとっているというものです。 

 それでは、そこで分かってくるものなんですけれども、特に第３回 1996 年からはわずか

５年しかたっていないわけですけれども、いわば見た目の情報行動が非常に大きく変わっ

てきているということをご紹介したいと思います。 

 まず、マスメディア接触で申しますと、テレビというのは、この５年間にほとんど変わ

りがない。約５割が２時間以下の接触。残りの半分が２時間以上の接触をしています。新

聞接触、これは前回と切り方はちょっと違うのですが、「まったく読まない」というカテ

ゴリーは一緒ですので、これを比べてみますと、「まったく読まない」という青少年が

７％ほど増えているということで、接触時間としての新聞の重要性というのがやや低まっ

ているということが言えます。それから、ちょっと赤字で強調いたしましたが、新しいメ

ディアが著しい普及を見せている。特に、携帯電話・パーソナルコンピュータ・インター

ネットがこの５年間で青少年の間に非常に速いスピードで普及しております。これは、前

回の調査では、実はスタンドアローン型のゲーム機とパソコンが青少年に与える影響とい

うのが一つ焦点になっていたんですけれども、今回はむしろネットワーキングで、例えば

インターネットにつなげて何をしているかという部分が焦点になるというふうに大きく変

わってきているわけです。 

 バックデータについては、図表の形でところどころに差し挟んであります。これも読み

込んでおりますとおもしろいのですが、なかなか時間がございませんので、後でご覧いた

だくように付けてあります。少しだけご紹介させていただきますと、例えば携帯電話・Ｐ
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ＨＳというのは、５年前にはこの年代の青少年に対して 9.5％しか利用率がなかったわけ

ですけれども、それぞれ分けて今回は聞いておりますが、74.7％、 3.1％ということで、

４人のうち３人は携帯電話・ＰＨＳを保有している、利用しているという状況になってお

ります。また、パソコンとインターネットについても非常に高い値になっております。パ

ソコン利用率よりインターネットの方が高いのは、携帯電話・ＰＨＳからの接続が両方と

も合わさった数字になっているからです。 

 エクセルの特徴で横棒グラフの凡例の順序が普通と異なるので見間違いのないようにお

願いしたいんですが、情報源として重視しているものにつきましても一番上の段が青少年

12 歳～29 歳全体、２番目が 12 歳～17 歳、３番目がその親ということで、対応があるのは

２番目と３番目の段ですので、３つの棒グラフをつくっているんですけれども、お分かり

いただけるように、新聞というのが、親の世代では８割以上が情報源として重要と答えて

いるのに対して、子どもたち、青少年の間ではかなり低い。ですから、接触量が減っただ

けでなく、重要度としても減少している傾向があることが確認できます。 

 さて、その携帯電話とパソコン・インターネットを中心に今日はご紹介していこうと思

うんです。携帯電話が出始めの頃に、特に青少年が持ち始めた頃に、直接会わずに何でも

携帯で話を済ませてしまうんじゃないだろうか、そういう表層的で希薄な人間関係になっ

てしまうんじゃないだろうかという危惧が語られていた時代がございましたけれども、実

際のデータを見ますと、決してそんなことはないということが一つ確認できます。まず、

新しい情報機器の普及では、通常ですと若い男性がリーディング的な立場で利用率が上が

ってから他のところが追随するというのがいつものパターンなんですが、携帯電話・ＰＨ

Ｓに関する限り、女性の方がむしろリーダー的な存在になっております。そんな形でござ

いまして、中学生・高校生は明らかに女性の方が携帯電話・ＰＨＳを保有しております。

これはなぜかと考えますと、携帯電話というのが、単に情報を一方的に収集する道具では

なくて、相手とつながるコミュニケーションの道具であり、コミュニケーション志向の強

い層の方で活用が進んでいる。しかも、用途を聞いてみますと、多いのは、いついつどこ

で会うといった連絡・応答、いわば出会うためのメディアとして、あるいは常に友達とつ

ながっている感じが持てるといったつながるメディアとして携帯電話というのは位置づけ

られている。ですから、先ほど申し上げたような危惧というのはむしろ逆であって、携帯

電話をしばしば使う青少年の方がよく人と会っているし、連帯感を求めているという部分

があるようです。 
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 これに関しては、単に携帯電話の単体の利用状況を考えるだけではなくて、もう少し携

帯電話というものの持つ意味を考えていかなければいけないと思うのですが、それはいわ

ゆる番号登録であるとか、メールアドレス登録であるとか、あるいは利用場所、利用頻度

といったものを見ていきますと、おのずと浮かび上がってくる部分があるわけなんです。

これは既に指摘されているところでもありますが、いわば親世代は携帯電話を固定電話の

補完的な、出歩くときに使うものと捉え、家では固定電話を使うという使い方をしている

のに対して、子ども世代、青少年の方ではいわばプライベートフォン、自分用の電話とい

うことで、どこで使おうが、何に使おうが、自分につながる電話はこれであると。ですか

ら、家の中でも携帯電話を使うといった使い方をしていることが分かります。 

 また、アドレス登録数については、例えばそれが年配の方だと電話番号・メールアドレ

ス登録機能はほとんど活用されていなかったりするわけですけれども、青少年の方がそれ

をうまく活用している。例えば電話番号の登録件数が 100 件を超えるという青少年はざら

なんですけれども、それは何を意味するんだろうかと考えたときに、友達が 100 人、 200

人いるということなんだろうかと思うと、どうもそうではないようでして、むしろ登録は

するけれども、親しく頻繁に通話する相手は人数でいいますと大人と対して変わらないん

です。とりあえず登録はしておくが、頻繁にコミュニケートする相手とは限らない。これ

はどういうことを意味しているかというと、「情報操作的な利用」と書くとちょっとネガ

ティブなイメージになってしまいますが、こういった使い方をよくしているわけです。少

しスキップさせていただきまして、非表示着信には出ないとか、番号の表示を見てから相

手を選んで出るとか、あるいはこれは通話ではなくてなるべくメールで用事を済ますとか、

受信状況を理由にプツッとちょっと話したくないときに切ってしまうといういろいろな使

い方をしますかという質問をしたわけですけれども、こういった使い方は親世代よりも青

少年の方がしばしば利用しているわけです。こういった形で、いわば選択的に人間関係を

コントロールするという使い方をしています。 

 それから、パソコン・ネット利用に関しては、これが今回出てきたパソコン利用率なん

ですけれども、大変興味深いのは、中学生・高校生あるいはそれ以上という年代で切って

みても、利用率がさほど変わらないということです。これは携帯電話と大きく違うところ

でして、考えますと、学校教育などでも用いられているというところから、パーソナルコ

ンピュータに触れる機会が以前と比べて多くなった。むしろ、低い世代ほど学校教育の中

でコンピュータが取り入れられておりますので、触れるチャンスが多いということが言え



 8

ると思います。 

 このように見ていきますと、ジェンダー差なども、10 年前には随分コンピュータ利用の

ジェンダー差が社会的な新たな格差を生むといったことが議論されましたし、私自身も議

論していたのですが、これを見る限り、必ずしもそうではないという楽観論も出てきそう

なデータになっております。それにつきましては私はより具体的なレベルで内容を見てい

かなくてはならないと思っているんですけれども、とりあえず利用しているかどうかとい

うレベルのデータで見るとそうなります。これは、今回のデータではなく、平成 13 年の通

信動向調査の方で発表されたデータですけれども、これを見ましても 20 代まではインター

ネット利用率が男女で全く差がない。30 代以上では明らかにジェンダー差が見られるとい

ったこともあらわれてきています。 

 インターネットの利用内容なんですけれども、こちらの方はやはり親世代とは大分違う

ようでして、親世代の方は最も突出しているのが企業などの組織ホームページを見るとい

う、いわば公的な情報をインターネットを経由して拾ってくるという情報収集型の利用が

多いんですけれども、子どもたちの世代の方は動画や音楽等のコンテンツダウンロードで

あるとか、あるいは個人のホームページを見るという、割合、娯楽中心の利用の仕方が多

くなっています。 

 さて、コミュニケーションではなくて、情報観、情報に関する意識であるとか、あるい

はもっと一般的な社会意識が情報化でどう変わるのだろうかということを私自身大変興味

を持って今回のデータでも分析させていただいたところなんですけれども、一言でいいま

すと、情報化が進んでいる青少年とそうでない青少年を比べたからといって、例えば情報

観が大きく変わったり、あるいは社会意識が大きく変わったりということは必ずしもない

ということです。もちろん、いろいろな質問を入れなければならない大規模な調査でして、

社会意識の項目をたくさん入れられたわけではないのですけれども、例えば、大抵の人は

信用できるというような一般的な信頼感に関する信念ですとか、あるいは男女の役割の協

業意識ですとか、あるいは人に迷惑をかけなければ個人の自由にしていいのだという個人

観ですとか、それからお互いにできるところは我慢し合っていかなければ世の中は成り立

っていかないのだという考え方ですとか、トピックス的に幾つか質問をしているのですが、

それへの回答というのは情報行動によってほとんど違わなかった。むしろそれと関連があ

ったのは実は親に行った全く同じ質問であって、親の考え方と子どもの考え方の間には、

強くはないんですが、多少の関連が見られるといった状態でした。ですから、情報化によ
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って青少年が非常に自己中心的になるとか、コミュニケーションが下手になるとかという

ような考え方は、少なくとも今回のデータに関する限り、そうは言えないんじゃないだろ

うかということになります。 

 ただ、幾つか親世代と子ども世代とで違いがある興味深いところをご紹介しますと、例

えば、自分の考えや創作物といったものを広くみんなに知ってほしい、これを「情報発信

意識」とここでは略称しておりますが、そういう気持ちは青少年の方が比較対照の親世代

よりもかなり強いということです。それと関連しまして、インターネット利用経験のある

人に、自分に関する情報のうち、どんなものならインターネット上で公開していいかとい

う質問をしますと、全般に公開していい情報は親世代よりも子ども世代の方が多い。裏返

しますと、何も公開したくない、個人情報は出したくないという回答は、親世代では４割

なんですけれども、子ども世代ですと２割強といった違いが見られます。ただ、では子ど

もたちが非常に危うい状況で、何でもかんでも公開してしまっていいんだと思っているの

かといいますと、それは決してそうではなくて、これは後でお話しする情報リテラシーの

話とつながってくるんですけれども、ニックネームですとか年齢、それから性格、自分の

意見、作品といったものは非常に親と差が大きいんですけれども、携帯電話の番号とか、

携帯のメールアドレス、住所といった、我々でも公表すると危ういなと思うようなものに

関しては、子どもたちも必ずしもそんなに親と差があるわけではなく、かなり低い値にな

っている。したがって、子どもたちも自分たちなりに判断しながら、どういう情報は公開

してもいいといったことを考えている部分もあるようだと読み取ることができます。 

 それから、今回のデータで一番おもしろかったのはこれなんですが、自分は大抵のこと

なら親よりも詳しく調べられる、情報収集ができるという質問を子どもにしました。親に

対しては、その対象となったその子は、大抵のことなら自分よりも何でも詳しい情報が収

集できると思うかという質問をして、それを並べたものなんですけれども、そうしますと、

中高生ぐらいの年代の子どもたちでそういう自信があるものはむしろ少数派なんですが、

親の方がそうだと答える割合が非常に高くて、ある意味では情報化による子どもの変化に

ついて、親の方が過剰な反応をしているんじゃないだろうかと思われるような部分が見受

けられました。 

 そのほか、有害情報に関する親の関心など、興味深いデータが幾つかあるんですけれど

も、ちょっとお時間も迫ってまいりましたので少しスキップいたしまして、こういったデ

ータと、それから先ほど申しましたような質的なデータを突き合わせたときに、大きな特
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徴を取り出していくとこんなところが挙げられるのではないだろうかということで、３点

ほど挙げてみました。 

 １つは、これをフルタイム・インティメート・コミュニティーなどと呼ぶ研究者もいら

っしゃいますが「仲間」と常につながっているという感覚を持っています。また、テレビ

を見ながら友達と話をしながらパソコンをしながら携帯電話でその都度かかってくるもの

にすいすいと応えていくような、非常に多種の情報行動を同時に行うといったことが青少

年では非常にスムーズに行われていて、それを含めて「常時接続」と呼んでみたんですけ

れども、そういう情報の同時並行処理を非常にたくさん行っている。 

 それから、先ほども少し申しましたが、選択的な人間関係を築いている。ただし、これ

は、例えば携帯電話を持ったから、メールアドレスを持ったからそうなったというよりは、

恐らく選択的人間関係自体は、以前から「選択縁」というキーワードで上野さんがおっし

ゃっていたりして言われてきたことなんですが、携帯電話やパソコンのメールアドレスと

いったものによって、それが顕在化されてきた、目に見えるようになってきた側面もある

ということではないかと捉えております。 

 ３つ目に、学校ではもちろんリテラシー教育をしているわけなんですけれども、それで

は追いつかない部分、例えば情報公開には気をつけなければいけないということは、大人

世代が学校教育などで教えると、等し並みに危ないという教え方をついしてしまいがちな

のですが、そうではなくて、もっと選択的に自分たちでコントロールをし、リテラシーと

して身につけている部分がある。例えばジェンダー差を見ますと、女性の方がいろいろな

情報公開に慎重になっているのですが、そういったこともまた自分の判断や経験からその

ようにしている部分も大きいのではないかと思っております。また、ネットオークション

の利用者の方がそうでないインターネット利用者よりも対人信頼感が低いなどということ

も出てきます。これはそんなに大きな差ではないのですが、対人信頼感が低いというのは、

オークションでだまされて対人不信になったのだろうかとつい思ってしまうんですが、に

もかかわらずオークションを利用しているわけですので、これはむしろ、利用することに

より人というのは慎重に見きわめなければいけないといったことを学んでいっていると、

ポジティブに捉えることも可能なのではないかと思っております。 

 さて、青少年と申しましても、ちょっと幅広いデータをご紹介してきたわけなんですけ

れども、私の個人的な提案といたしましては、インターネットを初めとする情報、あるい

は携帯電話で流れる情報もそうですが、発信者がマスメディアのように特定されている一
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部ごく少数のものではないだけに、これをコントロールするのは、法的な規制等が考えら

れておりますが、少なくとも近い将来においては非常に難しいことであろう。そう考えま

すと、情報統制によって子どもたちを守るといった発想は限界があるわけでして、むしろ、

メディアとのつき合い方、情報の見分け方を教えるリテラシー教育、ある意味では非常に

不愉快なものにも触れることも含めて学んでいくということが重要なのではないかと思っ

ております。 

 また、それと関連して、どうしても親世代と青少年ということですと心理的な距離が遠

いので、例えば高校生でしたら大学生ぐらいの年代のアドバイザー的な人たちに入っても

らって、そういった年代の近いアドバイザーから様々なリテラシーを学んでいくというこ

とが適切なのではないか。また、青少年同士で、これはユーザーコミュニティーと呼んで

いるんですけれども、お互いに教えっこし、学びっこしといったことがコンピューターリ

テラシーや携帯電話では非常に大きな比重を占めているので、むしろこれをもっと促進し

て育てていくことがリテラシーを身につける処方せんなのではないかと思っております。 

 済みません、時間を過ぎてしまいました。申しわけありませんでした。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 よく整理してお話しくださいました。後ほどディスカッションをしていただきます。た

だいまのところでちょっと確認しておきたいことがございましたら、お手をお挙げくださ

い。どうぞ。 

○網野委員 情報機器利用の変化のデータの関連で一つだけお聞きしたいんですが、1996

年から５年後のこの著しい携帯・ＰＨＳ、特に携帯の普及率の変化を見事に数字で教えて

いただいたんですが、2001 年のデータを年齢別で見た場合に、12 歳から 14 歳の特に女子

が 27.7％となっていますが、1996 年の全体での 9.5％というのも年齢別に詳細な数字が分

かるのでしょうか。もし分かりましたら、この年代の状況はほぼゼロだったのかどうかを

教えていただきたいんですが。 

○中村委員 申しわけありません。今日手元には持っていないのですけれども、第３回の

報告書は当然大部のものが出版されておりまして、それにはクロスセクショナルなデータ

は全部載っておりますので、確認すればすぐお答えできる質問だと思います。ただ、５年

前と申しますと、携帯電話・ＰＨＳそのものの利用コストが非常に高かったので、例えば

親が何か特別な理由があって子どもに買い与えでもしない限り、中学生はなかなか持ちに

くかったのではないだろうかと思っております。 
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○本田座長 ありがとうございました。 

 他にどなたか。よろしゅうございますか。それでは、後ほどご意見やディスカッション

の種を出していただこうかと思います。中村先生、どうもありがとうございました。 

 続きまして、玄田委員の方から、「青少年の就業問題について－仕事のなかの曖昧な不

安－」という題でご発表をお願い申し上げます。 

○玄田委員 玄田です。青少年の就業問題というテーマをいただきまして、私の方も多少

何かキャッチーなことが必要かなということで、「曖昧な不安」という曖昧なタイトルを

つけましたが、資料２－１と２－２に合わせてお話をさせていただきます。 

 私がお話ししたい点は、大きく分けて３つであります。１番目は、先ほど中村さんの方

からＩＴで心は変わらないという話もありましたけれども、私もこの就業問題を考えると

きに、意識変化、特に若者の職業意識が低下したといったことだけで説明すると、問題を

見誤るのではないかと思います。最近の就業問題といいますと、若者の場合には 25 歳未満

の失業率がもう 10％を超えたとか、あとはフリーターの増加、また場合によってはパラサ

イトシングルといったことで、職業意識の低下が様々な雇用問題の背景にはあるのではな

いかといったことが言われることが多々あるように思います。ただ、これからご説明する

のは、そういう意識の変化だけでは説明できないということをまずお話ししたいのが１点

目であります。 

 ２点目は、青少年の就業問題もしくは雇用問題を考えるときに、この問題を青少年だけ

に限定すると、やはり問題を見誤ってしまう。むしろ、若年、青少年の雇用問題と若年以

外の中高年の雇用問題というのが実は密接に関わっているということを考えていかなけれ

ばならない。言いかえれば、中高年の問題をある意味で解決していかなければ、若年の問

題というのは本質的には解決していかないんだということを２点目の指摘としたいと思い

ます。 

 ３番目は、ではそのような状況にある青少年に対して一体どういう情報を提供していく

べきであろうか、どういう情報が提供されればこの青少年の就業問題に対して何らかの解

決の兆しが現れるのかということで、２つの概念をご紹介したいと思います。１つは、私

の専門は経済学でありますけれども、むしろ社会学の概念の中にある「ウイーク・タイ

ズ」という概念についてご紹介してみたいと思います。もう一つは、後で宮城さんの方か

らも細かいお話があるかと思うんですが、独立ないしは開業ということについて、ある種

の旬があるのではないか、開業の旬ということを一つ意識して若年の就業問題を考えなけ
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ればならないのではないかといったお話をしたいと思います。 

 では、レジュメに従いましてお話をさせていただきますが、資料２－２の６ページをま

ず見ていただきたいと思います。ページ番号は、ちょっと字が小さくて大変恐縮でありま

すけれども、右下に６という数字があります。図表番号でいくと図３－１と書いてある部

分であります。 

 先ほど、職業意識の問題、若者が働く意識が希薄化した、ないしは正社員として働くこ

とに対して魅力を感じなくなったということがよく言われて、就業意識の多様化というこ

とが言われます。ただ、実際そうかと。例えば、転職を希望する若者が増えたという現状

がある中で、その中で正社員といったものにもう関心がないんだという人々が増えてきて

いるのかというと、決してそうではない。６ページ目の統計を見ていただくと、例えば 15

歳から 24 歳の中で転職希望者に占める正社員として雇われたい割合というのが、この調査

が行われました 79 年、第二次オイルショック直後ですと 53.8％、それが約 10 年後の 87

年には 57.9、次に 97 年の直近では 61.8％と、正社員として働きたいという割合はむしろ

緩やかに高まっているわけであります。正社員などには関心がないということではなくて、

むしろこういう厳しい雇用状況の中では、何とかして安定した仕事につきたいと思う人の

方が現実には増えているのだということが、まず一つの事実認識であるかと思います。 

 あわせて、７ページをめくっていただきたいと思います。卒業後もしくは中退後も含め

て、すぐには正社員とならない青少年が非常に増えているわけですけれども、その理由と

して、やはり正社員などにつく気はなかったという人々が果たしてどんどん増えているの

か。それについてもやや事実は違うであろうと。例えば、ちょっと見にくくて申しわけな

いんですが、左から３番目の棒グラフの種類には「正社員として仕事につく気がなかっ

た」という項目があります。正社員として仕事につく気がなかったがために正社員になら

なかったという理由が一番大きいのは、実はこの 89 年から 97 年でいきますと 92 年であり

ます。ここには 32％という数字がある。恐らくこれはこういうことであろうと。92 年ごろ、

いわゆるバブル経済が崩壊した頃は、まだ慢性的な人手不足という言葉も広く喧伝されて

おりましたし、１～２年したら早晩景気も回復して、１～２年ぐらい正社員などにならな

くても、多分そのうちにまたいい仕事があるから、このときには今すぐに正社員にならな

くてもいいという意識が一時的には醸成された可能性がある。しかしながら、若者も決し

て事実認識に関して全く不正確なわけでもなく、93 年、94 年以降と、どうもこのバブル経

済の崩壊というのは相当長期的なダメージがあるらしい、そんなに安穏としていては仕事
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がないということはやはり分かるわけであります。したがって、97 年の段階では、その

「正社員としての仕事につく気がなかった」という割合は、32％の半分弱の 13.6％まで下

がっている。むしろ増えておりますのは、当然でありますが、一番左端の「就職口がなか

った」もしくは「希望する条件に合わなかった」というものがどんどん増えてきているわ

けでありまして、職業意識が弱くなった、正社員になりたくないんだということがどんど

ん強まってきた結果、今の雇用問題になっているのだ、働く意欲が弱くなったということ

だけでは説明できないと考える方がむしろ自然なのではないかということをまず最初にご

指摘したいと思います。 

 では、そういう、働く意識は変わらない中で一体何が起こっているのか。先ほど、若年

の問題と中高年の問題が実は密接に関わっているのではないかというお話をしました。若

干前後して５ページを開いていただきたいと思います。ばかでかい積み木みたいなものが

３つ並んでいる図２－２であります。これは何を計算したかといいますと、今、人口構成

の高齢化が進むということがよく言われるわけでありますけれども、社会全体だけではな

く企業の中でも人口構成の高齢化は急速に強まっております。ある統計によりますと、45

歳以上比率というのが 90 年の段階では約 30％強、３人に１人は 45 歳以上というのが、20

00 年近くになりますともう４割を超えるような状況になっています。すなわち、会社の中

で非常に中高年が多い。特に大企業を中心として、45 歳以上割合が非常に高まっている会

社が非常に多いわけでありますが、この図はある統計を使って計算したものでありますけ

れども、会社の中で 45 歳以上比率が１％上昇すると、それが新卒の求人の予定にどのぐら

い影響を与えるかというのを計算しますと、そこでは高卒、大卒文系・理系と新卒求人に

大きく影響を与える。中高年が増えていけばいくほど、それは新卒の採用に影響を与える

のだと。今リストラ等が非常に頻繁に言われるわけでありますけれども、現実にはリスト

ライコール首切りと言われるようなマスコミの報道はほとんどの場合には事実ではありま

せんで、大企業の場合にはリストラをするというのは早期退職優遇制度で人を募集したケ

ースでありまして、いわゆる厳密な意味での解雇を行っている大企業というのはほとんど

皆無に近い。実際には、解雇することに関しては非常に多くのコストがかかる。そう考え

ますと、一番現実的な調整の手段といいますのは、若年の採用に対して、その求人を削減

する。特に、この中高年化が進むことによって、若年採用を抑制することで対応しようと

いう傾向は 90 年代を通じて急速に強まってきているということが言えるかと思います。そ

ういう意味で、なぜ若いと仕事がないのか。やや乱暴な言い方にはなりますが、中高年の



 15 

雇用維持という既得権を維持するがために若年の雇用が削減されているのが事実であって、

若い人の職業意識が下がっていてけしからんという批判というのは必ずしもフェアでない

であろうと、こういう見方が統計から出てくるように思います。 

 必ずしも若者だけの問題ではないということを示唆する統計として、前後して申しわけ

ありませんが、８ページをめくっていただきたいと思います。その失業率の上昇でありま

すとかフリーターの増加と並んで、最近よく７・５・３という言葉が使われます。もちろ

ん子どものお宮参りではありませんで、３年以内に学校を卒業して転職する割合が、大卒

で３割、高卒で５割、中卒の場合には実に７割に上る。ほとんどの人が会社を３年以内に

やめていくという傾向が強いと。そういう意味では、転職傾向が活発になってきた。ただ、

なぜ転職を頻繁にするようになったのか。意識ではないとすると何かといいますと、この

８ページの図３－３が示すのはこういうことであります。やや分かりにくい図であります

が、学校を卒業する前年、つまりは就職活動をするときに失業率が高い、失業率が高いと

きに卒業した、ないしは就職活動をする世代ほど、その後に転職する傾向というのが明確

に強まるのだということであります。学校を卒業する前年の失業率が１％上昇すると、正

社員を一度だけ経験するという割合が男性も女性も下がる。むしろ、正社員を一度も経験

しない割合が高まると同時に、２社以上の正社員を経験する割合が高まる。つまりこれは

何をいっているかといいますと、学校を卒業し就職しようとするときに失業率が高く、な

かなか自分の趣味とか意欲・能力に合った仕事が見出せないとするならば、それが何かを

きっかけにすぐ転職を加速する、促進するんだということです。つまりは、私たちはこう

いうことを「世代効果」と呼んでおりますけれども、学校を卒業するときに非常に就職が

厳しかった世代、氷河期の世代ほど、その後に転職を繰り返す傾向が強くなっている。つ

まりは、なかなか自分に合ったいい仕事が見つからないということが転職を非常に頻繁に

させるのであって、これもやはり若者がすぐ会社をやめやすくなった、こだわりがなくな

ったからという解釈よりは、むしろその置かれている時代状況、世代状況というのが大き

く若者の就業問題に影を落としていると考えるべきではないかと思うわけであります。 

 先ほどの若年と中高年の雇用が密接に関わっているということをよく雇用の置き換え、

英語でディスプレースメントと表現しております。この雇用の置き換え効果、ディスプレ

ーメント効果と雇用の世代効果、この２つによって若年の就業問題が極めて深刻化してい

るんだということがまず若者の就業問題の背景としてあるということをご指摘したいと思

います。 
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 若干レジュメを前後させていただいて、今、最初の３つの「＊」をご説明しましたが、

４番目の「＊」に、高校の職業指導の有効性について若干を書いております。私はこれに

ついてはあまり専門ではありませんので、また皆さんにご意見をいただきたいと思います

が、９ページ目の図３－４は、高校卒業後、正社員になる上で、学校による職業指導は役

に立ったかということを高校卒を対象にして見たものであります。今、単願制の廃止です

とか１人１社制の廃止等が言われていたり、高校自体の職業指導のあり方について非常に

議論が分かれるところでありますが、実際学校による職業指導が役に立ったのか。その中

で、役に立たなかったことを示すものとすれば、「役に立たなかった」という数字もあり

ますし、「正社員にならなかった」という数字もある。この「役に立たなかった」「正社

員にならなかった」ということを合わせるとやはり 50％を超える人々がそのどちらかに該

当するということは、なかなか職業指導について非常に厳しい状況があるということはこ

こでも目にすることができるわけです。ただ、この図３－４についてはもう一つ別の見方

もできるように思われて、では実際に正社員になった人のうち「役に立った」ないし「と

ても役に立った」と思う人の割合が減ったかといいますと、必ずしもそうでもない。つま

りは、職業指導が受けられなくて仕事が決まらない人ももちろんいるけれども、逆に仕事

が決まるためには有効な職業指導、先ほど近い世代によるアドバイスというお話がありま

したが、先生の中でも近い世代、遠い世代があろうかと思うんですが、学校による職業指

導というのがかなり有効に行われないと、正社員として仕事につくことというのは今はま

すます難しくなっているのではないかということをこの図３－４は示唆するように思われ

ます。 

 さて、今２つ、意識の変化だけでは説明できないということと、青少年の雇用問題とい

うものが単に意識だけではなく、様々な労働市場の問題、置き換え効果ですとか世代効果

というものと関連しているというお話をしました。残り後半の時間で最後の３つ目の

「＊」、では若者のそういうなかなか深刻な就業問題に対して、一体どのようなことがア

ドバイスとしてなされるべきか、どういう情報が提供されるべきか、またそれに対してど

のような政策が考えられるべきかということで、私の考えるところを若干お話しさせてい

ただきたいと思います。 

 12 ページのところを開いていただきたいと思います。図７－２であります。これは必ず

しも若年に限定したものではないのですが、転職をするときに、一体それによって、よか

った、ハッピーだったという人と、ハッピーじゃなかったという人の違いは何によって生
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まれてくるのかということをある統計によって分析したものであります。よく、転職がう

まくいくためには、そのプロフェッショナルでなければならない、専門的な能力がなけれ

ばならないとか、英語ができなければならないといったことを言います。若者もそれをあ

る意味では真に受けて、一生懸命資格の取得や英語の勉強に励むわけであります。しかし

ながら、実際転職によってうまくいき、ハッピーだった人の共通の特性は何かといいます

と、その転職をするときに一体誰に相談し、アドバイスを受けているかということが極め

て重要です。この図の表現しますのは、転職をする際に助言をくれた職場以外、前の会社

以外の友人・知人がいるということが、転職の満足度に対しては非常に重要である。例え

ば、「現在の会社に納得して転職した」という割合が、相談する友人・知人が職場外にい

なかった人の場合には６割を切るのに対して、そういう友人・知人がいる場合には実に８

割強になっている。同じようなことが様々な指標についても現れてくる。この転職をする

際に一体何が重要か。つまりは、転職する際に、もし実際に自分自身のパートナーだけで

あったりとか、前の会社で会っている人間だけだった場合には、なかなか転職に対して有

効な情報が手に入らないのではないか。 

 私の聞いた限りでは、そのインフォメーションという言葉を情報と訳したのは森鴎外さ

んだそうですが、実はこの情報という言葉が非常にうまい。情報は、情けという字と報と

いう字から成っている。報という字は、ある種客観的な情報、例えば転職で言えば、賃金

が幾らかとか、休日が何日あるか、こういう情報は例えばいろいろな資料を調べれば分か

る。しかし、例えば職場で働いているニュアンスとか、自分がそういう転職を行った場合

にどういうことを考えそうか、価値観が合うか合わないか、そういう今まで自分がいた環

境と違うところに行った場合に一体自分が何を感じるかといったニュアンスのようなもの

というのは、むしろ職場外の自分とは違う働き方をしている友人・知人から様々な情報を

得ることによって判断できる余地が多いのではないか。 

 こういう概念のことをアメリカの社会学者のグラノベッターという方がウィーク・タイ

ズと呼んだと聞いております。すなわち、弱いタイ、ネクタイのタイですけれども、非常

に薄くて広い人間関係というものを持っていることによって、転職が非常にうまくいく。

それとは逆にストロング・タイズ、非常に自分に近しい人間関係だけ、例えば会社で言え

ば職場の同僚だけとか、自分のパートナーだけによって転職するときには、なかなか本当

の情報、特に情報のうちの情の部分が手に入らないという傾向が強い。このウイーク・タ

イズということに象徴されるものは、もともとはアメリカにおける黒人と白人との間の格



 18 

差で、黒人の環境がなぜ改善しないのかというときに、例えばスラムで暮らす黒人という

のは非常にストロング・タイズだけで生きているために、本当の意味での情報が手に入ら

ないんだということを言ったと聞いておりますが、日本社会がスラム化しているとはいい

ませんが、実は非常にストロングなタイズだけで形成されていると、いざ転職というもの

を考えた場合にうまくいかないという傾向があるのではないか。 

 実は、ここでは紹介しておりませんけれども、もう一つこの友人・知人の重要性という

のは、あとから多分宮城さんの方でお話があるかもしれませんが、独立・開業する際にも

非常に重要だというのがいろいろな統計からも言われております。あるベンチャーを支援

するインキュベートの方がおっしゃっていたことが非常に印象的なんですが、独立・開業

するときには、小学校の同窓会に出てみてはどうですかというアドバイスがあるというこ

とを聞いたことがあります。すなわち、同じ小学校の出身というだけで、非常に違う働き

方をしている人がたくさんいる。そういう意味では遠い。しかしながら、同じ小学校の同

窓であるということで、ある種の緩やかな連帯関係、信頼関係がある。そこから初めて、

こういうことだったら自分でもできるのかとか、こんなことを思ったけれども実際には無

理だったといったことが、そういう薄いけれどもつながった人間関係の中から形成される

という部分があるのではないか。転職や独立についても、こういうウイーク・タイズ的な

ものの重要性というものは非常にあるように思います。 

 私は非常に限られたサンプルですが、こういう研究をしたことを例えば若い人に言いま

すと、このウイーク・タイズという概念については、新鮮に関心を持ってくれるような気

持ちがあります。単に資格であるとか語学力だけではなくて、そういう薄くて広い人間関

係を形成することというのが極めて重要ではないか。そういう意味では、先ほど中村さん

のご報告で実際にインターネットで親しく話す人は大人と変わらないということがありま

したけれども、私の感覚とすれば、もっと薄いけれどもしっかりとつながっているような

人間関係がインターネット等で形成されることというのが実際には若者には大事だし、そ

ういうウイーク・タイズの形成の重要性であるとか、そういう場を促進するというのが何

らかの方法であるべきではないかなということを思います。多分それはテレビや新聞とか

限られた友達だけからの情報ではうまくいかなくて、むしろ、ある種世代が違う、ある部

分の職業も違う、バックグラウンドが違う人々の間の人間関係のようなものを形成するこ

とがなければ、就業問題というのは根本の部分ではなかなかうまくいかないというのが１

点目です。 
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 もう一つ提供すべき情報としてお話ししたいと思いましたのが、13 ページの図８－１の

あたりであります。先ほど、転職を希望する人の中で実は正社員になりたいという人が増

えているんだというお話をしました。増えているとすると、一方で何か減っているものが

あるわけです。そうしますと、何が減っているかというと、この図８－１では、転職希望

者に占める「自分で事業をしたい」人々の割合が必ずしも増えていないんだということを

13 ページでご紹介しています。25 歳から 34 歳が一番典型的ですが、79 年の段階では 31％、

約３人に１人は、将来自分で事業をしたいから転職をするんだと言っていた。それが、87

年では 25％、４人に１人、97 年では５人に１人と、かなり大きな割合で自分で事業を起こ

したいという人々が減ってきている。一方で、今では何でこんなに「日経アントレ」とか

で、ベンチャー・ブームが続くかということを考えると、昔たまごっちがはやり、なかな

か手に入らないときにはブームというのがあった。ベンチャーブームが続くというのは、

もしかしたらなかなか手に入らないからベンチャーブームが続くのではないかという皮肉

めいた見方もしたくなるような気がします。 

 14 ページをめくっていただくと、それをある種裏づけるものでありまして、図８－２と

いいますと、これは農林業を除く自営業の推移というのを計算したものです。やや分かり

にくい図ですが、ここで大きく右下がりになっているのは、30 代、40 代の自営業というの

が 80 年代以降非常に急速に低下している。実は、90 年代以降就業者数は減少しています

が、雇用者――エンプロイーはそれほど大きく減ってはいません。一番大きく減っている

のは自営業であります。中でも 30 代、40 代といったいわゆる働き盛りの自営業というの

が非常に急速に低下している。92 年の段階では 40 代前半の自営業は 112 万人だったのが、

98 年にはちょうど半分の 56 万人に減少している。英語で Be your own boss.という言葉

があるかと思うんですが、そういう意味では、若くて働き盛りの人々で、自分で自分のボ

スになりたいという人が実は社会全体では必ずしも増えていない、むしろ減っている傾向

にあるということを何とか変えていかなければ、若年の就業問題、特に自営業の問題は、

将来高齢化したときの就業機会の多様化という意味でも、極めて重要な役割を持っている。

しかし、日本ではベンチャーブームが一方でははやりながらも、自分で自分のボスになる

という人が現実はそれほど増えていない。後でフリーターから社会的な起業家という話が

ちょうど出てきますけれども、こういう問題についてもっと深刻に考えていかなければな

らないだろう。 

 では、どういう情報が必要かといいますと、最後に 15 ページのところをめくっていただ
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きますと、開業には旬があるのではないかということを少し情報として言ってもいいので

はないか。あるとき新聞を読んでいますと、会長になられたマクドナルドの藤田田さんが

「開業に一番いいのは 40 歳だ」といったことを書かれたのを見たことがあって、それはぴ

ったりデータにも出るので驚いたことがあります。例えば開業するときに、後々に収益が

一番大きくなる開業最適年齢は何歳かといいますと、付加価値ベースと所得ベースでは違

いますが、15 ページの表８－１を見ていただくと、37 歳とか 40 歳、ちょうど 30 代後半か

ら 40 歳ぐらいに開業するのが一般的には一番うまくいく。もちろん、ＫＦＣ、ケンタッキ

ー・フライド・チキンを開業したカーネル・サンダースはたしか 60 歳ぐらいで始められた

とか、例えば宮城さんはもっと若いときに始められていると思うんですが、そういうスタ

ーみたいな方もいらっしゃるんですが、統計的には、40 歳ぐらいで開業するというのが人

的な面、資金的な面、また体力的な面では一番有利なんだと。そういう面では、40 歳ぐら

いで自分で自分のボスになることが成功する確率が高くて、それをベースにして、今の就

業をどうするべきかといったやや中期的なビジョンを若者たちに情報提供する。そういう

ことによって今のビジョンというのを形成するようなことを促進することの方がむしろ重

要なのではないかといったことを思います。 

 以上、私がお話ししたかったのは３点で、意識の変化、特に若者の職業意識の低下だけ

では説明できないということ。若年の就業問題というのは、実は若年だけの問題ではなく

て、労働市場の構造問題と結びついていること。３番目は、ではどういう情報提供が必要

かということで、ウイーク・タイズとか自分で自分のボスになるといった旬の問題につい

てもっと客観的な情報提供をしていくことの方が、むしろ就業問題について若者たちに重

要な情報を与えることになるのではないかと思うというお話をして、以上にしたいと思い

ます。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 大変興味深いお話でございますので、後ほどたくさんご議論が出るかと思いますが、た

だいまの時点で確認なさりたいことはございますか。どうぞ。 

○広田委員 非常に興味深かったんですが、職場以外の友人・知人のお話のところで、ど

ういう種類の友人・知人かという点と、それから実際にそういう友人・知人が転職に直接

関与していたのかどうかとかというのは、どうなんでしょうか。 

○玄田委員 今ここでご紹介した統計自体は、職場外の友人が、例えば会社の前の取引先

であったのかとか、同じゼミの同級生だったのか、そういうことは分からないんです。た
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だ、別の統計を見ますと、比較的多いのは、もちろん年齢によって違いますけれども、前

の会社で取引先だった相手の会社であるとか、そういうケースが非常に多い。あとは、も

ちろんこれはすぐ想像がつくんですが、そういう自分の職場外の友人の会社に就職すると

いうケースは非常にうまくいく。つまり、自分の腕とか能力について非常に客観的に分か

ってきているから。このデータではそこまでは細かく見ていないんですが、比較的同じよ

うなことをターゲットにした経済学とか社会調査の研究では、比較的会社の関係であると

いうことも多いし、いわゆる完全な縁故のようなものよりは、ある種何か今までの自分の

仕事とかの関係の中で得た人間関係というのが非常に重要な役割を持っているといった結

果を見たことはあります。 

○本田座長 よろしゅうございますか。 

 他に。はい、どうぞ。 

○後藤委員 大変興味深く伺ったんですけれども、伺いたいことは、男女で何か違いがあ

るのかということです。大きく青少年という形でまとめていらっしゃいますけれども、主

に多分念頭に置かれているのはどうしても男性ではないかという気がいたしましたので、

例えば女性に関する何らかのインフォメーションとかがあれば、教えていただければと思

います。 

○玄田委員 大事なポイントで、先ほど市場構造問題、労働市場の構造問題だというお話

をしたときに世代効果という話をしたんですけれども、比較的それが女性に強く出る。つ

まり、学校を卒業したときに就職がうまくいかなかった世代、つまり氷河期の世代の女性

ほど、氷河期のその時点だけではなくて、後々もなかなかいい仕事に出会えない。私は前

に半分ふざけたタイトルで「チャンスは一度」ということを書いたことがあるんですけれ

ども、学校を卒業したときのチャンスが非常に大きな役割を持っていて、そのときに恵ま

れない状況にあった女性は転職を頻繁にしていく。中でも、欧米と比較して違うのは、そ

ういう世代効果の影響が日本の場合は高学歴の女性に非常に強くあらわれてくる。他の先

進国の場合には、学歴を積むことによって男性と女性の就職問題の差というのがかなり少

なくなってくるのが、日本の場合にはなぜか高学歴の女性に非常に厳しい状況が待ってい

る。それはなぜかということに関しての細かい分析はしておりませんけれども、中でも世

代効果という面では非常に厳しさがあると理解しています。 

○本田座長 ありがとうございました。後藤先生、よろしゅうございますか。他にいらっ

しゃいますか。 
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 よろしければ、３番目のレポーターにお願い申し上げます。宮城治男協力者、ゲストで

いらっしゃいますけれども、「フリーターから社会起業家へ～、動き始めた若者たち」と

いうテーマでご発表をお願い申し上げます。 

○宮城協力者 ＥＴＩＣ．の宮城と申します。よろしくお願いいたします。 

 私もちょっとキャッチーなタイトルをということで「フリーターから社会起業家へ」と

いうのをつけさせていただいたんですけれども、学生とずっと 10 年近く接する仕事をして

きました。資料３－２の方からスタートさせていただきたいんですけれども、93 年から、

起業家を目指す学生であったり、将来リーダーとなっていくような人たちを育てていきた

いということで活動を始めたんですけれども、フリーターから社会起業家へというのは、

キャッチーと思ってつけたのではあるんですけれども、実際にかなり実感として思ってい

ることではあります。例えば、慶応の湘南藤沢キャンパスＳＦＣの方の出身で、「藤沢

族」と呼ばれている人が結構出てきていまして、卒業しても都心に来るのではなくて、藤

沢の周りでフリーター的に仕事を、ＮＰＯだとか、ベンチャーを起こしたりといった形で、

いろいろなスタイルでやっている。ある意味でＳＦＣの中で最も優秀な人たちが藤沢の近

くに残っているというのを実感として思ったりしています。フリーターという中にも当然

たくさんいろいろな層の人がいると思うんですけれども、その中で社会起業家、つまり地

域だとか国だとか世の中のために何か自分の持っている能力を生かして仕事をしていきた

い、それを自分で事業として立ち上げてチャレンジしていくといった人たちが増えてきて

いる。それはある意味フリーターが増えてきているということと実は連関しているんじゃ

ないかという話も含めて、お話をできればと思っています。ただ、私はどちらかというと

実践者としてずっとやってきたということで、あまり分析的なことをしてきていないので、

データに基づいたお話というよりは実感に基づいたお話という形になりますので、この辺

の数字的にどうなっているのかとか、あるいは乱暴な話であることもあるかもしれません

ので、後ほどご質問等をいただければと思います。 

 ただ、最初にお断りさせていただいておきますと、私どもは、社会、学生とか青少年全

体を対象にして仕事をしているというよりは、その中でも将来社会のリーダーとなってイ

ノベーションしていけるような人たちを育てていくというところに焦点を当てております

ので、全体像を見る一つの材料にはなるかと思いますけれども、やや偏ったといいますか、

そういう人たちが対象になっている実感であるということをご理解いただければと思いま

す。 
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 起業家的リーダーを輩出していくということと、そういうリーダーが生まれてくるよう

な社会の仕組みづくりを行っていくということが私どもの事業の柱です。分析というより

は、私どもの事業の流れ、このページを少し説明させていただくのが、私が実感している

若者たちの意識の変化ということをご説明することになるのではないかと思いまして、こ

のページを少し説明させていただきます。前が見にくいかもしれませんので、資料２の方

をご覧になっていただければと思います。 

 当時早稲田大学の学生だったんですけれども、93 年に私がこの仕事を始めたときの問題

意識としては、日本人にとって大学生の時代というのは、非常に好き勝手に何でもやって

いい時代、人生の中で唯一そういう時代かもしれませんけれども、音楽をやったり、演劇

をやったり、海外に飛び出して帰ってこなくなったりとか、いろいろ周りの学生たちを見

ていて、好き勝手なことを先輩などもやっていた。ただ、彼らがまた４年生になると、判

で押したように偏差値で選ぶように就職先を選んでいって、例えば映画をつくりたいとか

メディアを買いたいとかと言っていたような人たちが大手のメーカーに受かったとかと言

って喜んでいるという姿を見て、彼らはせっかく頑張って勉強して、ある種、手に入れた

学歴によって自分を縛っているという感慨を持ちまして、もっと本当は社会を変えていけ

るような多様性を持ったリーダーとなり得る人たちが、みんな自分自身の可能性を限定さ

せているのではないかといったことを思いまして、彼らに何かショックを与えるようなこ

とをしたい、彼らを縛りから解放するような、何か手伝いになるようなことができないか

と思って始めたのが、この仕事です。 

 当時、大学生の中でのサークル活動、勉強会のような形で、大学にアントレプレナー、

起業家の先輩をお呼びして、講演を学生たちに聞いてもらうというようなことを始めまし

た。当時からそういう自分で事業を起こすような人たちを応援したいという思いもありま

したが、私自身の問題意識としては、そういう人たちの起業家の生きざまに触れることに

よって、学生たちに自分たちの進路を考える多様な視点を持ってもらう一つの起爆剤にし

てほしいという思いがありました。結局、どういう会社とかどういう組織が受け入れてく

れるか、受け入れてもらわなければいけないかということに対して、非常に萎縮している

という傾向があるんですけれども、そうではなくて、自分のやりたいことであったり、や

るべきこと、やれることということを社会と自分とを見つめた中で考えて、あらゆる可能

性がある中でどういう生き方を自分が選んでいくかということ、そういう選択を自由にし

てもらうためには、起業家というスタイルというのは非常に象徴的だと私は思っていまし
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た。つまり、何をやってもいいという全ての選択肢がある中でその仕事を選んで、自分が

やりたい、やるべきだと思ったことを仕事にしているというスタイルを学生たちに伝えた

いなという思いで活動をスタートしました。 

 当時、そういう学生起業家支援という切り口でやっているところがあまりなかったので、

いろいろなところから注目していただきまして、先輩の、いろいろ活躍されている起業家

の方にもご協力いただいてサークル的な活動をずっと続けていたんですけれども、学生た

ちのニーズは潜在的に非常に大きくて、その中でだんだん、彼らは起業家にならなくても、

こういう刺激を受けて自分のキャリアだとかを考え直すような機会をもっと求めていると

いうことを感じまして、しかも情報がいろいろ私たちのところに集まってくるような状況

ができてしまったのでやめられなくなったというのが一つの現状でして、そのまま仕事に

して今に至っているということになっています。 

 93 年から 95～96 年ぐらいまでは、そういう啓蒙活動のような形で、学生たちに気づき

の機会を提供するということをメインに仕事をしてきました。ただ、96～97 年あたりから、

この上に「インターンシップ事業スタート」とありますけれども、結局気づきを提供する

だけで変わる人もいるんですけれども、私は、何かしら実践の機会を提供しなければ彼ら

は本当には変われないということも思いまして、自分で事業を立ち上げるというような動

きを始める人はそれはそれでもいいわけですが、そういう人はごく少数ですし、学生時代

にそういうことを起こすことが別に必ずしもいいことだとは私は思っていなかったわけで

すけれども、むしろインターンシップといった形で、ある程度リスクがヘッジされた環境

の中で何かしら実践の経験をできるような機会を提供したい。つまり、ハードルを低くし

た企業体験といいますか、社会で自分の力を試したりとか、自分の思いを反映させるよう

な仕事をするといった経験をしてもらいたいということで、インターンシップの事業をス

タートしました。 

 これは後ほど時間があればご説明しますけれども、インターンシップと一口に言う中に

も様々な形態がありまして、私どものインターンシップというのは長期実践型と呼ばれて

いるんですけれども、実際に企業と一緒にプロジェクト、新規事業立ち上げを学生がやら

せていただいたりですとか、学生が持っているＩＴだとか、例えば専門分野、環境問題等

を研究している学生であれば、そういう強みを生かして企業側とコラボレーションする。

それによって企業側もメリットがある、そういう Win-Win の関係をインターンシップを通

してつくっていく。アメリカ等ではよくやられているケースなんですけれども、そういう
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インターンシップの事業を始めました。これをやるに伴って専任の人間が私を含めて必要

になってきましたので、これを本格的に事業化しまして、97 年から私を含め数名の人間が

専任体制ということで、展開を始めました。 

 同時に、これも後ほど時間があればと資料を用意させていただいていますけれども、中

高生のキャリア教育のプロジェクトを始めました。これは、大学生からでは遅過ぎるとは

言いませんけれども、もったいないといいますか、既に変われなくなっている人も多く目

の当たりにしまして、早ければ早いほど投資効果が高い。つまり、小さい、あるいは一日

の感動がその後の一生に影響を与えるというような意味での投資効果というのは、若けれ

ば若いほどいいということも思いまして、そういう大学生以下の教育もスタートしました。 

 下に「ビットバレーアソシエーション」発足とありますけれども、これは私が今も事務

局長をやっているんですけれども、私たちが応援してきた学生起業家の人たちが渋谷周辺

で実はネットビジネスを始めていたということに気がつきまして、何人かの方と、渋谷と

ネットビジネスということを結びつけて、このビットバレー――これは渋い谷という渋谷

をビターバレーと訳しまして、それではあまり意味がネガティブなのでということでビッ

トバレーという言葉をつくったんですけれども、この動きはいろいろな流れに巻き込まれ

まして、様々その後の展開があって、これは話し出すと長くなるので省かせていただきま

すけれども、ただここで私が言いたいのは、99 年から 2000 年にかけてネットベンチャー

がたくさん出てきた。先ほどからのお話にも出てきますＩＴ革命を通して若い世代の意識

が随分と変わってきた面があると思っています。結局 20 代で、ネットビジネス等では先端

の部分でリードしている人たちがたくさん出てきている。彼らの登場というのが随分イン

パクトを次の世代の人たちに与えているというところがありまして、これまで 93 年からや

ってきた中で、ベンチャー企業に興味を持って、そこに就職するとか、あるいは自分で始

めるという人たちは極めて珍しい存在ではあったんですが、99 年、2000 年あたりから、自

分たちの卒業後のキャリアの選択肢として小さい企業及びベンチャー企業に就職する、あ

るいは自分で事業を起こすという傾向がかなり出てきたように思います。 

 2001 年から 2002 年にかけて、これもこれからお話ししますソーシャル・ベンチャー・

コンペティションということを書いてありますけれども、ソーシャル・アントレプレナー、

社会起業家、社会ベンチャーと呼ばれるような存在の人たちが増えてきました。これは、

増えてきたというか、そういうことをしたいというニーズを持った人たちが増えてきてい

ると私は思っています。つまり、私どもの学生に対するスタンスというのは、あくまでコ
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ーチングというスタンスをとっていまして、彼ら自身が主体的にこういうことをやりたい、

こういうことにチャレンジしたいという思いを引き出していって、それにふさわしいよう

なアドバイスや機会を提供していくというスタイルで、年間 1,000 名ほどの学生をカウン

セリングしまして、インターンシップに参加している学生は 350 名ほどなんですけれども、

彼らと接していく中で、いわば通常の今ある大企業であったり、ビジネスの中に入って仕

事をするということに対して、あまりリアリティーを持っていなかったりですとか、魅力

に感じないという学生が非常に多くなってきまして、一方でＮＰＯだとか公的機関等でイ

ンターンをしたいとかというような学生のニーズが、少なくとも私どもの周りには非常に

高まってきました。彼らは、自分の持っている問題意識を事業にして、自分の持っている

問題意識をそのまま仕事にしていきたいという思いとアクションのタイムラグといいます

か、こういうことをやりたいということをそのまま行動にしていくということの時間がす

ごく短くなってきているという気がしまして、彼らの思いのままに何かしら行動を起こし

ていく。インターンシップというのは、企業が用意したお題があって、あるいはプロジェ

クトがあって、そこに参加するという形式をとるわけですけれども、この自分で事業を起

こしたいという、私どもで言えばインキュベーション事業ですけれども、そういう人をサ

ポートするような、自分の思いとか問題意識があって、それに対して行動を起こしていく

ということをサポートするという事業に最近は力を入れております。 

 下の方に「早大、慶大等と連携して大学等にノウハウ提供」とあるんですけれども、こ

れは次のページを見ていただいて、ここでご説明しますけれども、縦と横の展開というこ

とで、私どもは、今日はＮＰＯ論の話ではないのであまり深く入りませんけれども、内閣

府さんの方で担当されているということだと思いますけれども、ＮＰＯにはたくさん役割

があると思っていまして、行政の補完的な役割を担っていくといった部分もあると思うん

ですが、私は、最も先端的な部分の社会実験を行っていって、それを形にしていくモデル

ケースをつくっていくような存在にＮＰＯはなり得るのではないかと思っていまして、縦

の展開として、自治体にイノベーションを起こしていくようなリーダーを輩出していくと

ころと、横の展開として、そういうリーダーなり学生たちを育てていくノウハウ的なもの

を大学、行政機関等と連携して展開していくということに今後より力を入れていきたいと

思っています。これは、私どもの事業から見た所感のお話をさせていただいたわけです。 

 

 続きまして、資料３－１の方をご覧いただきたいと思います。これは、最近私どもが力
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を入れておりますソーシャルアントレプレナー、ソーシャルベンチャーをサポートすると

いうことの資料なんですけれども、この辺も詳しくお話ししていると時間がありませんの

で、簡単に流しますが、結局、私どものスタンスというのは、さっきコーチングというお

話をさせていただきましたけれども、あくまでも学生たち自身にニーズがあることを具現

化していくお手伝いをしていって、それが社会をイノベーションしていく原動力になるの

ではないかということを思って活動しているわけです。その中でむしろビジネスベンチャ

ーといいますか、会社を起こして大成功させて、例えば孫正義だとかビル・ゲイツみたい

な大成功を目指すという意味でのベンチャーということに対して、実はあまりリアリティ

ーを学生たちは感じていない。結局、生まれたときからある程度、よく言われるようにカ

ラーテレビがあるような時代に全員が生まれているわけで、彼らが一方でメディア等を見

ても、あまりお金持ちは日本では尊敬されていなくて、むしろ何か悪いことをしているん

じゃないかと思われたりしているというイメージある中で、むしろ、彼らの起業家精神と

いうのは、単に金銭的な大成功をおさめるというよりも、社会に何かしら自分自身が役立

てる、自分の持っている力を生かして何か変革を起こしていけるようなことをしたいとい

う方に向いていっているんじゃないかということを感じておりまして、そのあたりのニー

ズに応えるということも含めて、このような事業に最近力を入れております。 

 さっきの玄田先生のお話の中に、事業を起こすということの意識はそんなに高くないと

いう話がありましたけれども、一つそこで問題となるのは、事業を起こすということへの

意識ですが、事業を起こすということがとても大それたもののように思われている。つま

り、ベンチャーというと、大体孫正義にならなければいけなくて、場合によっては逮捕さ

れるといったことを思ったりしているわけです。それで、事業を自分で起こすというのは

ＳＯＨＯという形態もありますし、あるいはソーシャルベンチャーだとか、同じような視

点でコミュニティービジネスと呼ばれたりすることもありますけれども、むしろ、もっと

自分の身の丈に合った形でそれを具現化して事業にしていくというスタイルを理解しても

らう必要があるのではないかと思っています。これは経済産業省の方で調査した結果で、

「起業家を尊敬しますか」という世界調査をしたんですけれども、アメリカとか韓国では

６割ぐらいの人たちが「起業家を尊敬します」と。日本はどうかというと、低いかと思う

とそうでもなくて、やっぱり５割から６割の方が「起業家を尊敬する」ということを示し

ているんです。ただ、「家族だとか身近な人が起業するのを支持しますか」という問いに

関しては、やはりアメリカとか韓国は６割ぐらい人たちが「支持する」と言っているので
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すが、日本は「支持する」という人が１割台だったと思います。結局それは、起業家とい

う生き方はおもしろいかもしれないし、なかなかできないことだから、尊敬はするけれど

も、自分だとか他の人がやることは好ましくないと。つまり、そういうとても大それたこ

とで、なかなかできるものではないと思っているわけです。私はそういう意識も何らかの

形で変えていくことができればと思っていまして、その一つの切り口がこういうソーシャ

ルアントレプレナーということになるんじゃないかと思っています。 

 これは、もう時間がないので後ほど読んでいただきたいと思いますが、一応ここの定義

の部分だけ。スタンフォード大学では、「社会起業家は、社会問題を解決するため、伝統

的なビジネスのスキルを用い、イノベーティブなアプローチを考え出し、個人的な価値よ

りむしろ社会的な価値を創造する」と。これは、ＮＰＯという私どものような形態をとる

場合もあれば、ビジネスの形態をとる場合もあるんですけれども、いずれにしても社会的

なミッションというのを第一義に挙げて、それを解決するために事業の手法で行う。つま

り、ボランティアで砂浜の掃除をする方々のように、いわば時間があるときに好きな人が

やるというよりは、責任ある事業としてプロの人たちが中心になって進めていくといった

イメージでこのソーシャルアントレプレナーというのを捉えていただければと思います。

ハーバードとかスタンフォードの方で人気講座になっておりまして、この辺に対して今ア

メリカの若い世代が随分注目しているということも言われています。 

 ケーススタディはまたご覧になっていただきたいんですけれども、この辺はちょっとソ

ーシャルアントレプレナー論になりますので、後ほど読んでいただいて、ご質問があれば

お引き受けいたします。 

 ずっとめくっていただきまして、非営利組織事例１とあるんですけども、この「ＹＯＳ

ＡＫＯＩソーラン祭り」というのは皆さんご存じでしょうか。北海道の夏のお祭りで、も

はや札幌雪祭りをしのぐ 200 万人ぐらいの人たちが参加するんですけれども、このお祭り

というのは、たった 10 年前に北大の学生が始めたお祭りなんです。彼は、学生時代に高知

のよさこい祭りを見て感動して、何とか停滞ムードのある北海道を元気づけるようなこと

ができないかということで始めたお祭りが大きくなっているんです。彼などは、ＮＰＯの

組織でやっているんですけれども、法人格は窮屈で嫌だということで取らなかったらしい

んですけれども、今では学生起業家の非常に代表的な存在として注目されているんです。 

 次のページの「山形ベンチャーマーケット」は、私どものインターンシップに１年間参

加して、彼らが山形に帰って、山形の中で私どものような活動を始めて、地元の有志をネ
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ットワークしまして、若い人たちがチャレンジショップという形で一坪ショップ、小さい

スペースでいろいろな自分たちの商品を売るような場をつくって、若い学生たちなどに売

り場を提供したといった動きを始めまして、彼はいつの間にか、まだ 25 歳ぐらいですけれ

ども、山形の方で有名人になりまして、山形の駅前のデパートがつぶれた跡地のワンフロ

アを市から任されて、その場を切り盛りしてそういうチャレンジショップ等をやってほし

いということを言われて、わらしべ長者みたいな感じで今活躍しているんです。こういう

若い世代が動きを起こして、それが社会を巻き込んでいくというような動きが起こりつつ

あります。これで、このペーパーを終わりまして、慌ただしくて済みませんが、次は起業

家事例、学生アントレプレナー事例集というものをちょっとご覧いただきたいと思います。 

 これも読んでいただければそれで結構なんですけれども、私どもで若い世代を対象に、

自分の問題意識に沿って事業を起こす人たちを、アクションが起こせるようにサポートし

ていくということで、コンペティションをやったりしているんです。今回の春やったもの

に関しては 71 件のエントリーがありまして、こういうプランをやっている学生たちを表彰

しました。今「ＮＰＯ起業塾」というものをやっておりまして、これには 48 件エントリー

があったんですけれども、既に学生でＮＰＯ活動を始めている人たちに 50 万円の助成金を

出すということでエントリーを募集しまして、集まりました。これについても、様々な活

動を学生たちが始めている。傾向としては、慶応のＳＦＣの学生のエントリーが非常に多

かったですし、一方で東大の学生が最近こういう動きに対して非常に反応してきていると

いうことがありまして、今日は東大ご出身の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれ

ども、私は東大の動きというのを、やや極端ですけれども、社会の動きのバロメーターの

一つとしておりまして、93 年の私どもが始めた頃は、私どもに寄りつく東大生はほとんど

誰もいなかったんですけれども、最近、99 年ぐらいからはかなり増えてきまして、ベンチ

ャーに就職する東大生も出てきたんです。昔はこれは本当に考えられなかったんですけれ

ども、2000 年、2001 年、2002 年となってくる中で、さらにベンチャーを通り越して、ソ

ーシャルアントレプレナーとかソーシャルベンチャー、つまり彼らの中では、政治家にな

ったりですとか、あるいは官僚になって社会を変えていくというスタイルから、自分で今

から何かしら行動を起こしていって事業としてチャレンジしていくというスタイルを目指

して動いていく非常に優秀な人たちが出てきているということを思っています。このあた

りも事例としてまたご覧になっていただければと思います。 

 あとは参考資料として挙げさせていただいているので、ご覧いただければと思うんです
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けれども、インターンシップの方も一応取り上げさせていただきますと、これは私どもの

方で実践型インターンシップということでやっております資料ですので、ご覧いただけれ

ばと思いますが、５、６ページめくっていただいて、アメリカにおけるインターンシップ

の資料を何枚か見ていただいて、皆さんに今日ご理解いただきたいのは、一つはインター

ンシップにはいろいろある。話題がたくさんあって申しわけないんですけれども、インタ

ーンシップというと、工場実習だとか、企業がやるサマーインターンとか、企業がやる場

合は採用を目的としたものであって、工場実習などは本当に見学型で１週間とか２週間と

かやるといったイメージで、これをインターンシップだと思われているかもしれませんけ

れども、インターンシップにはいろいろあって、実践型を通して実際のキャリア形成に対

して役立てていく、企業と学生・大学が Win-Win の関係を築いていくためのインターンシ

ップもありまして、これは日本において非常に欠けている部分でして、私どもとしては、

ここのノウハウをもっと日本の大学で応用していただきたいということで、モデルをつく

っていくというつもりで仕事をしております。 

 ということで、これで資料を終えまして、最後になりますが、これが「キャリナビ」と

いう活動のご紹介なのですけれども、これは私どもが中高生のキャリア教育支援というこ

とでスタートした事業で、ひょっとしたらこの懇談会には最も直接的に関わる資料かもし

れないんですけれども、いろいろな分野で活躍する大人たちにインタビューして、今 180

人ぐらいの人たちがウェブに上がっているんですけれども、これは起業家だけではなくて、

看護婦さんだとか、お好み焼き屋のおばちゃんとか、占い師の方だとか、いろいろな仕事

があるんですけれども、そういう輝いて活躍している大人たちに大学生がインタビューし

て、それをウェブに掲載する。そのウェブを中高生が見て、直接メール等でやりとりをし

てコミュニケーションをとれるというようなサイトを運営しております。これはいろいろ

波及しておりまして、いろいろなテレビやラジオや雑誌等とも連携して進めているんです

けれども、私どもの作戦としましては、なかなか学校教育だとか親の意識というのは変わ

らないと。インターネットが登場してきたおかげで、我々は子どもたちと直接つながるこ

とができるようになった。子どもたちが、自分でネットを通してこういういろいろな夢を

育んでいくような機会を提供できればということで、仕事をしております。 

 ただ、機会としては、子どもたちが自然に見てくれるのを期待しているというのもある

んですけれども、学校教育の中で総合学習の時間であったり、私どもが学校と連携してカ

リキュラムをつくっていって、そこでメディアリテラシーの教育として使っていただくと
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いうことを期待しています。キャリア教育というと、私たちは偏差値教育をしているので

はということで断られるので、そこはむしろメディアリテラシー教育の方が受けがいいと

いうことを思っております。またこれも、もしご関心があればぜひコラボレーションさせ

ていただけるような機会があればと思っております。 

 ということで、私の方の一方的なお話は以上で終わらせていただきたいと思います。ち

ょっと取りとめもなく情報だけを提供したような形ですけれども、また質問等を頂戴でき

ればと思います。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ５種類の資料があって、それぞれに内容がぎっちりと入っていて、大変たくさんの事柄

を短い時間でお話しいただいたわけですが、ただいまのところで確かめておきたいこと、

あまりたくさんあってどれを質問していいか分からないという感じかもしれませんが、ち

ょっとお出しくださいませ。はい、どうぞ。 

○杉山委員 どうもありがとうございました。説明にはなかったんですが、起業家教育を

早稲田大学の方の一番最初に大江先生と一緒にやらせていただいたので、大分懐かしく思

っておりました。 

 質問なんですが、２点あります。一つが、ちょっと数字は違うかもしれないんですが、 

1,000 人の学生さんにカウンセリングをされて、 300 人の方がインターンシップの経験を

されたと伺ったんですが、その方たちがその後どうなったのかとか、そういったあたりが

もしデータとしてあれば教えていただければ。 

 あともう一つは、いろいろなきら星のごとく成功の方たちの事例が出てきたわけなんで

すが、一方で玄田先生のお話では、起業したいと思われる方は実は減っているという現状

の中で、この今の活動をさらにより広くいろいろな学生さんたちに提案する場合に、今一

体何が足りないのか、そういう問題意識をお持ちだったらそのあたりをお伺いできればと

思っています。 

○宮城協力者 前者のご質問は非常にいいご質問なんですが、私どもはどちらかというと

現場主義の人たちで、みんな現場で学生たちと接してカウンセリングをしたりするのが好

きな人たちなので、ついついそういうデータをとるのをおろそかにしがちなところがあり、

非常にＮＰＯとして失格だなと思ったりするんですけれども、ただ、傾向としては、さっ

きデータに関して１番目ご質問があった、意識の高い学生のほとんどが、これまでは就職

しました。９割以上は就職していると思います。その多くが、極めていい企業に就職した
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りしています。インターンシップを経験したような人たちは、企業への売り込みもうまく

て、大体早々と就職活動を終わってしまうというようなことで、時間がその後すごくでき

たりするので、またもう一回インターンシップに行ったりするんですが、結局、ただ彼ら

の意識が違うのは、その入った会社に一生勤めるとか、その会社から追い出されたらどう

しようとかというような思いは全くなくて、自分自身が将来こういう生き方だとか仕事を

していきたい、あるいはいずれ起業したいとかと思う中での一つのステップとして捉えて

いる。だから、よくも悪くも数年で自分はやめようと思っている学生がほとんどです。 

 彼らの中で、ちょっとさらに変わった人たちだったり、思いの強い人たちがそのまま事

業を起こしていくという傾向がありまして、大体賢い人たちは一度は就職する。ただ、就

職するという場合、偏差値病みたいなものを捨て去ることは大学生からではなかなか難し

くて、せっかくいい大学へ入ったんだから、とりあえずいい会社、大きな組織にまず一度

入るということが日本の社会においてはつぶしがきくことだということはみんな分かって

いて、３カ月でも入りたがるんです。これは企業からするととても迷惑なことかもしれな

いんですけれども、一方でそういう若い人たちが増えてきているということは、彼らのよ

うな自立意識を持ったり自分の価値観で動く人たちに対して、いかに企業として、魅力あ

る職場としてアピールしていけるか、彼らの力を生かしていけるかということに対応でき

る企業でなければ、これからは苦しいのではないかなということを思っています。実際に

２、３年でやめる人たちが今続々と出てきたりしていまして、確実に今までの会社に入る

ということの意識とは変わってきているのではないかと思っています。一方で、そのまま

事業をしてしまう人の割合も増えてきていまして、多分、今年などは 300 人のうちの 10

人とかですけれども、そのまま就職しないで、何となく事業の形でやっていくという人た

ちが出てきております。インターンシップでベンチャー企業に行って、そのまま就職して

しまうといったケースも最近目立つようになりました。あとは、受け入れ企業から投資を

受けてそのまま事業を起こしてしまったりというケースです。 

 一方で、後の質問の、意識が低くなってきているのではないかということなんですけれ

ども、私は、さっき意識調査の話もさせていただきましたが、自分の問題意識を事業にし

ていきたかったり、社会に今ある仕事の中で自分の力が生かせる場がないという思いとい

うのは年々高まってきていると思っています。これは、少なくとも保守化している層と逆

の層とよく二極化していると言われますけれども、私どものところに来る学生の中では、

毎年その意識は高くなってきているんです。ただ、彼らは自分が卒業してすぐに起業家に
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なれるとか、自分の思いを事業にできる力がないこともよく分かっているので、一度就職

する。あるいは、いずれ自分のやりたいことをやりたいのですけれども、まだそこまで明

確になっていなかったり、これを例えば自分が起業家として仕掛けていくというまでには

まだ早いと思っている人たちが、そのステップのために就職するというケースが増えてい

まして、私は、顕在化はされていないんですけれども、潜在的な意識の変化というのはか

なり不可逆的な形で進行しているということを実感しています。 

○本田座長 よろしゅうございますか。はい。 

 ほかにお手が挙がりますでしょうか。はい、どうぞ。 

○相原委員 私は、ビットバレーのパーティーにちょっと一回……。 

○宮城協力者 そうですか。どこでやられたものですか。 

○相原委員 商工会議所関係で、アメリカから、中心になっておられる方が来られたとか。

本当に一度ちょっと顔を出しただけなんですけれども、非常に盛況で、若い人がたくさん

いらっしゃって、非常におもしろかったし、女性の起業家も特にネット関係とかでたくさ

んいらっしゃっていました。それは非常におもしろかったんですけれども、お話を聞くと、

日本だけに限らず、やはり競争もかなり厳しい状況で、ずっと伺っていきますと、アイデ

アはあるけれども、融資と、それからさらに言うと番頭さん的といいますか、裏方的なち

ゃんとした形のバックアップができる体制との兼ね合いが、何か心許ないなというか、不

安だなというような感じもちょっと受けたわけなんです。アメリカなどだと、その辺のそ

れこそ企業にいた人でかなり力のある人がバックアップする体制と新しい人のアイデアと

を結びつけるということを組織的にやっている。そういう点で、今のこのお仕事の中で、

日本の子どもさんとか大学生にもかなり教育しているということなんですけれども、その

辺の、先ほどの話の結局大企業に行きたい、正社員になりたいとかというのも、そういう

バックグラウンドみたいなものがあるからという安心感で、安定の方に行きたいという意

識と、それから自分のアイデアを生かすにはどうすればいいのかみたいな、それが非常に

悩ましいところがあるのかなと思うんですけれども、その辺についてはどう思っていらっ

しゃいますか。 

○宮城協力者 起業ということに対する意識が、ビットバレーの世代とそれまでとは随分

変わってきていると思っていまして、昔、自分で事業を起こすというと、何かうまくいか

なければ個人保証で、場合によっては首をくくるみたいにかなりリスキーなものとして受

けとめられていたのが、最近は直接金融で投資を受けて起業したりですとか、エンジェル
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的な人が、つまりこれまで株式公開をして資産を持っているような方が投資するような形

で事業を起こしたりとか、あるいは元々インターネットを使ってビジネスを起こす場合な

どは元手がかからないといったケースで、事業を起こすということのリスクは実質的にも

のすごく低下しているんです。ただ彼らは一方で実力が伴わず、では１人で事業を立ち上

げて成功させられるだけの力があるかというと、ないわけです。ベンチャー支援というこ

とで、例えば金融機関、ベンチャーキャピタルができたから、ベンチャーが生まれるか、

成功するかというとそうではなくて、やはりそこにベンチャーを育てるための「生態系」

のようなものが必要になってくる。それには教育機関も必要でしょうし、様々な形で側面

からサポートするような存在も必要である。ところが、それがまだ全然整っていない上で

ブームのようなものがフォーカスされて、ベンチャー出てこい、ビル・ゲイツ出てこいと

言っても、なかなかその期待には応えられないのではないかと私は思っていまして、そう

いう生態系みたいなものを整えなければいけない。ただ、ビットバレーという動きが社会

に必要だと私が思ったのは、チャレンジする人が増えなければ生態系はできないというこ

とを思っていまして、つまり失敗する可能性が高いということばかりがフォーカスされて、

やる人がいなければ、いつまでも弱いままである。つまり、リスクが低くなってきたので、

しかも若い世代がチャレンジすることのリスクというのは本当に低くて、むしろある会社

を立ち上げて失敗しましたとか、ある失敗した会社で働いていましたというのは、ネット

ビジネスの業界においてはそれが一つのキャリアであって、倒産したという経験を間近に

見たということは、場合によってはプラスの材料になるわけです。そういう意味では、チ

ャレンジするということのリスクというのはそんなにないわけです。一方で、では大企業

に入って自分のやりたいことができるかというと、それはできないというリスクの方が高

かったりするわけです。ということを結構ちゃんと考えたりはしているんです。そういう

意味では、チャレンジする人たちのハードルが低くなってきているんですけれども、実力

はまだ伴っていない。私は、チャレンジを起こしていく中で実力をつけていったりとか、

生態系がだんだん形成されていくということの方が大事だなと思って、多少ああいうブー

ム的なものというのもその過程において必要なのではないかと私は思っているんです。 

○本田座長 どうぞ。 

○天野委員 ＮＰＯ法人ですよね。起業という言葉がさっきから出ているんだけれども、

株式会社だとか、そういう営利団体ではなくて、非営利団体としてＥＴＩＣ．というグル

ープを立ち上げてもってきたという理由はどこにあるのかなと思いました。起業というの
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を促すときに、やはり営利団体としての起業を考える。それはやる人によるのかもしれな

いんだけれども、ＮＰＯ法人の持つ可能性、あるいはここから先の就業に対する捉え方と

言ったらいいのか、価値観と言ったらいいのか分からないけれども、そういうものはどう

変化していくと考えていらっしゃいますか。 

○宮城協力者 私がよくお話しするのが「利益の最大化ではなくて、価値の最大化を目指

す」ということです。それは利益の最大化を否定するわけではなくて、価値の最大化を目

指すために利益も上げなければいけなかったりするわけですけれども、私自身は常にどち

らかというと価値の最大化を目指したいということを志向している人間ですので、つまり、

自分の今持っている力であったり、社会が求めているニーズというのを分析したときに、

株式会社で、営利事業で立ち上げるよりも、ＮＰＯでやった方が戦略的に効率がいいと思

ったからＮＰＯを選んでいるというのが実情です。ですから、私がやりたいのは、今お話

しした教育改革であったり、社会の意識変化を促していくというところが強いので、そう

すると一株式会社で 10 億円の売り上げのある事業をやったところで、それができるかどう

かは別として、果たして私が持っている力を生かして社会に最大の価値を生み出すという

ことにつながるかというと、教育事業という意味ではむしろＮＰＯというニュートラルな

スタンスで、学校であったり、行政であったり、あるいは教育を変えていきたいとか、社

会の将来に投資したいというような意識のある人たちを巻き込んでいくのにおいて、中立

的なスタンスが非常に有効だということを思っております。結局、ＮＰＯでやるというこ

とは、幾ら儲かっても創業者の利益にも、株主というものは元々ないですけれども、株主

の利益にもならないということで、ニュートラルであるということが保証されているとい

うことが一番の強みだなと思っておりまして、それによってむしろ周りの力を巻き込んで

いくというコアになれるんじゃないかなということを思って、このスタイルをとっていま

す。 

 私どものところに相談に来る学生たちの一部には、そういうところに魅力を感じていて、

彼らはそういう意味ではよくも悪くも利益の最大化ということに対してあまり執着がない

んです。悪くもという意味においては、ハングリー精神だとか、絶対にやらなければとい

うところの切迫感というのが強い人もいるがそうでもない人が多い。なので非常に弱々し

い印象を与える部分があるんですけれども、彼らが実践を重ねる中で強くなっていけば、

社会の中で志を伴った非常におもしろいイノベーションを起こしていってくれるような存

在になるんじゃないかなと期待しているんですけれども。 
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○本田座長 ありがとうございました。 

 他にお手が挙がりますか。とりあえず、ではただいまの宮城さんのレポートに対しては

ここでおしまいということにさせていただきまして、あとお３人の方のご発言をめぐって、

少しご意見を頂戴したいと思います。今日のご発題はいずれも、どちらかといえば私たち

が常識的に抱いている「今の若い人は」というイメージを覆すような非常に刺激的なおも

しろいご提言であったかと思うのですが、例えばこのようなことをお聞きになって、前田

先生などはどのような感想、ご意見をお持ちでございましょうか。 

○前田委員 済みません、今日はちょっと遅れまして。それは、高校受験のために内申書

をつけるんですけれども、その予備調査の数字の確認、つまり新年度に相対評価から絶対

評価となると、５や１を７％ということではなくなるので、その割合はどうだということ

で、それをチェックしていて、それで遅れてきました。その中で、今日は非常に刺激的な

話で、はてこれはこれから先どう教えていったらいいかなという感じがいたします。 

 幾つかありましたけれども、最初の携帯電話などの件につきましても、なるほどなとい

うことでしたが、私ども学校生活の中ではほぼ中学生は持参しないようにという指導はし

ています。これは基本的なことであって、授業を聞いたり、学校生活の中で持ち歩くとい

うことは、これはまず考えた方がいいということでやっています。それが一概に友達とや

っているとかということではないということもよく分かりますけれども、持ち方あるいは

経済的な負担、このあたりというのもきちんと指導しておく必要があるんじゃないかなと

いう感じがいたします。 

 ほかにも大変刺激的なことがありましたけれども、皆さんの意見を聞きながら教育に生

かしていきたいと思っております。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ただいまのご意見に対して、中村委員はどのように……、何かご意見はございますでし

ょうか。 

○中村委員 中学校・高校の教育では、一般に持ってこないようにというご指導をなさっ

ているということを承っておりますが、実はデータを見ておりますと、特に中学・高校生

ではメールの利用が非常に頻繁であり、携帯電話の中でもメール機能をよく使っているの

です。18 歳以上ではそれほどでもないのに、なぜメールの利用頻度が高いのかと考えてみ

ますと、どうもこれは、授業中に使用していても分からない、昔ポケベルがやはり同じよ

うな理由で禁止になりましたけれども、そういったことで、授業中とは限りませんけれど



 37 

も、要するに、中学・高校生というのは朝から夕方まで拘束されているということで、時

間拘束が非常に長いわけです。そうしますと、目立たないように、だけど友達とつながっ

ていたいというニーズが、メールの交換という方に流れていくということがあるんだと思

うんです。大学生になりますと、授業中にピーピー鳴らしたりして、結構電話しながら出

ていってしまったりというのがいたりして、また違ってくるんですけれども、そういうこ

ともお目にとまらない範囲であるのかもしれないなと思ったりいたします。ただ、持ち込

みを禁止するのがいいのか、あるいは、むしろ持っていることを前提にその使い方を指導

していった方がいいのかというところが難しい問題ではないかと思います。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ほかに、玄田委員その他お３方のご発言を絡めながらご意見はございませんか。どうぞ。 

○天野委員 ちょっとさっきの話の質問の続きみたいになるんですが、これは玄田さんの

方にも経済学者ですのでぜひご意見をお伺いしたいんですが、価値の最大化というか、今

の若者を見ていて、お金をもうけるということよりも自分を生かすということに対して非

常に興味があるというのは、僕も非常に強く感じているんです。ただ、それを生かす手だ

てとか、あるいは自分を生かす方向が定まらないと言ったらいいのか、でも価値としては

自分が生き生きと生きていきたいというようなことを非常に強く持っているという印象を

持っています。ただ、そのＮＰＯというのが価値の最大化ということを言ったときに、そ

この可能性を非常に強く感じるんだけれども、もう一方で、僕などが起業というと、株式

会社というか、利益を追求する側の職業の方を思い浮かべていたんだけれども、なるほど

ＮＰＯでも起業という言い方になるんだなというのが実は今ちょっとした発見だったんで

すが、そういうものが今後増えていくことで、その価値自体が社会の中でいろいろな人た

ちの思いが達成されるようなチャンスが増えるのはいいと思うんだけれども、もう一方で、

例えば今非常に経済が問題視されていたりしますが、そういうものが経済に与える効果と

いうものは、どのようになると考えられるんでしょうね。 

○本田座長 これはお２人。 

○天野委員 そうですね。どちらからでも。 

○本田座長 どちらからでも、お２人の。 

○玄田委員 産業構造審議会にＮＰＯ部会というのがあって、先月か先々月にその中間報

告が出たんですけれども、そこではかなり産業構造審議会として画期的なほどＮＰＯに関

して非常に前向きな評価をしていて「新しい公益」という概念で、ＮＰＯが新しい公益を
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実現する一つの行政との補完関係にあるんだということをかなり大きくうたっているもの

であります。私もたまたま委員だったものですから多少知っているんですけれども、そこ

ではいろいろな波及効果があり得て、まず行政との補完性もそうですけれども、例えば、

なかなか国際比較は難しいんですが、先進国の中で多分ＮＰＯ人口が一番多いと言われて

いるのはオランダであります。オランダでは、多様なＮＰＯがあるんですが、一つあるの

は、例えば非常に多民族国家ですので、そのときにあるＮＰＯについては、外国人の労働

問題が起こったときや、その市民生活に問題が起こったときに、行政に対してある種勧告

をする権限が与えられている。つまり、これから市場社会が進んでいったり、ある種のグ

ローバル化が進んでいくと、一方で同時に起こってくるのは、小さなコンフリクトへの対

応である。そうすると、行政がそれをすべてジャッジするとなると、選手とジャッジが一

緒にやっているような形になって、ＮＰＯというのはそういう小さな社会的な摩擦を解消

する上では非常に大きな役割を持っているし、ましてや多分ＮＰＯ人口という面では日本

はまだまだ非常に少ないわけで、ある種の雇用機会をつくり出すだろうという期待もある。

一番のキーワードは、社会全体の満足度を高めていくときに、ＮＰＯと行政とは決して対

立関係ではなくて、むしろそこに様々な問題を解消する可能性があるのではないかという

ことは、経済学の観点からも決して矛盾するものではないと考えております。そのために

寄附税制等の積極的な改正というのを非常に議論しているわけです。 

○本田座長 宮城さん。 

○宮城協力者 私は、玄田先生のウイーク・タイズという話が非常におもしろいなと思っ

たんですけれども、ＮＰＯというのはまさに社会におけるウイーク・タイズのような役割

を担うものでもあるかなと思っています。そういう存在があることによっていろいろなニ

ーズとニーズがマッチングされて、普通にただお互い横に存在しているだけでは生まれな

かった価値というのが融合されていって、そこにコラボレーションされることによって価

値が生まれるというようなことがたくさん、特に今の時代はあるんじゃないかなと思って

おります。 

 もう一つ私が申し上げたいのは、ＮＰＯとビジネス、株式会社との境目というのはどん

どんなくなってくるだろうと私は思っていまして、学生の中でも、別にＮＰＯがやりたい

わけでも会社をやりたいわけでもなくて、そういう意味では価値の最大化ができる、つま

りやりたいこと、問題意識のあることを実現できる手段を探そうとしているということが

本質だと思っています。それにおいて私どもは、「その仕事だったら、君、ＮＰＯじゃな
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くて会社でやった方がより成功のイメージもわきやすいし、君自身のためにもなるよ」と

アドバイスをします。つまり、ＮＰＯでやると、どうしても経営のチェックが甘くなった

りして、いいことをやっているんだからいいみたいな形で、非常に実質的な効率が落ちる

こともあるんです。ですので、会社でできるものは会社でやるべきだと私どもはアドバイ

スをするんです。そういう話もする一方で、私はＮＰＯというスタイルがむしろ会社より

もそういう意味では起業として身近であるということは非常に重要だなと思っていまして、

大学生だとか 20 代のまだ実力のない、経験のない人たちが自分の問題意識を、儲かるか儲

からないかにかかわらず形にするという意味においてＮＰＯをスタートする。そのＮＰＯ

を 20 代で運営していく中で、ネットワークだとか経験だとかが蓄積されてくる。それによ

って、それを元手に 30 代でビジネスを起こして成功させるとかというパターンも新しいキ

ャリアデザインとして今後出てくるかなと思います。多分 20 代にＮＰＯだとかソーシャル

アントレプレナー的なスタイルを経験することができると、30 代により社会のニーズにマ

ッチしたシャープな事業を、いろいろな人を巻き込んでできるのではないかなと例えば思

っておりまして、そういうマインドは変わりませんけれども、スタイルは年代だとかによ

って変わっていくというような意味の新しいキャリアデザインというのが、今後リーダー

の間で出てくるんじゃないかなということを何となく想定しているんです。 

○本田座長 いかがでございますか。何か。はい、どうぞ。 

○網野委員 私も、今日の３人の方々のお話の共通点として感じましたのは、一つは、人

間の生き方としてのコミュニケーションのスタイルが何か本当に変わり始めている。これ

はだから、親が子どもを見てとか、学校の先生が子どもを見てとかということを超えて、

乳幼児期から小学生、中学生、高校生を含めて、ストレートに社会と関わっている。それ

を私たち大人があまり気がつかない。そういう一つのコミュニケーションスタイルという

ものの何か共通性を３人の先生方から伺えたんです。もう一つ、それが土台になるんでし

ょうけれども、その中で自分は何を選択するのか、かっこいい表現をすれば「私探しに本

当に戸惑っている多くの青年たち」とよく私たちは言うわけですが、私探しをさせないよ

うにしてきた枠組みが今かえって逆に見えてきて、むしろ本当にアイデンティティーをど

こかでしっかり確立したい、何とか自分の可能性を探りたいと思ったら、もし今日のよう

な社会環境がもっと広く共通理解を持って受けとめられれば、一つのあまりにも柔軟でな

い枠組み、親子とは何かとか、家庭とは何かとか、学校とは何か、そういう枠組みをもう

一回みんなできちんと柔軟に受けとめて、いつの時代も子どもって大変な可能性を持って
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いますし、今の時代が暗いかとか、無気力になっているか、将来不安か、どうしてもその

議論になればマイナスしか指摘されないんです。だから、今のような点でいいますと、私

も宮城さんのお話を受けてショックを受けたんですが、社会的使命とか社会的価値を考え

てこういう起業活動をする。これは何かやっぱり違ってきているような気がします。 

 私は、福祉の分野でいろいろ専門的に関わっていますが、本当に福祉という言葉が過去

一般的にも受けとめられていた輻輳を本当に脱皮しなくてはいけないんです。かなり脱皮

は始まっているんですが、相変わらず一般の方々は、福祉というのは恩恵であり、慈善で

あり、施してあげる、あるいは逆に言えばとても普通にはできない立派なことをやってい

る、相変わらずその部分が残っていまして、むしろ本当に福祉というのは１人１人の国民

とか、生きている以上、一番自己実現をしたいということのためのサービスなんだ、サポ

ートなんだということを本当にもう展開し始めようとしています。そういう点からももの

すごく刺激を受けまして、それが例えば経済活動とか、社会活動とか、例えばこれが数字

的にＧＮＰを上げるとか下げるとか、そういう話はちょっと私には分かりませんが、人間

の生き方という点で子どもの可能性を信じていく。どっちかというと、今までは可能性を

減退させる方向にエネルギーを注いでいたのかなと。それをもう少し可能性を開げる方向

でサポートしていける雰囲気をつくることができるのかなと、むしろ私は大変前向きに受

けとめることができました。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 何かおありになりますか。はい。 

○広田委員 子どもの可能性を広げるときに、今日の玄田先生のお話と宮城さんのお話の

対象がちょっとずれている部分があるように思うんです。先ほど、社会のリーダーとして

引っ張っていく人たちのための機会というお話が宮城さんのお話だとしたら、わりあい高

校の、たくさんのふわふわしたような感じの子どもたちというのが玄田先生が言われてい

るような部分だと思っていますが、そこを同じような形でサポートしていけるのか、それ

とも違う考え方をしていかないといけないのかというあたりのご意見をちょっと、特に玄

田先生に伺いたいんです。 

○本田座長 ではどうぞ、いかがでございましょうか。 

○玄田委員 私は、そういう意味ではそのふわふわの方でありまして、今日多分宮城さん

の方に非常に関心のある若者たちは、極端に言えばほうっておけばいいんだと思っており

ます。行政が特にそういう子たちに対して何かやる必要はないと思っていて、ちょっと今
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日の話からずれるかもしれませんけれども、多分今、大多数の若者はやりたいことなんか

絶対なくて、やりたいことがないということに非常に強迫観念があって、大人は全部、や

りたいことが見つかることが幸せだ、やりたいことがなければ不幸なんだという感じに近

いようなことを言っている。それでもたまたまやりたいことが見つかった子はとてもハッ

ピーだと思うんですけれども、圧倒的多数の子はやりたいことなんかないのです。かつて

であれば、情報がなければ自分がプロ野球選手になりたいなどということをかなり遅い段

階まで考えていたが、今これだけ情報が多いと、自分がイチロー選手になれないことぐら

いすぐ分かりますから、圧倒的に多い、やりたいことがないという子どもに、やりたいこ

とを見つけるのが一番幸せなんだというだけではなくて、やりたいことがなくてもそこそ

こ幸せには生きていけて、やりたいことがないことが決して不幸ではないということを求

めている子の方が圧倒的に多いのではないか。それは、さっき言ったウイーク・タイズな

どの中から、別にそんなすごいスーパースターじゃなくても「こういうことってあるんだ

な」というニュアンスを伝えられることの方が圧倒的に大事ではないかなと思っています。 

 そういう意味では、ウイーク・タイズをつくるというのも、もしかしたら行政ができる

部分というのは少ないのかもしれませんが、ＮＰＯなども間接的にはそういう可能性の一

つとしてあるし、そういう面で学校と個人との関係を見直していかなければいけないだろ

うと。そういう意味では、さっき網野先生がおっしゃったことの「枠組み」というのはと

ても賛成で、私は一番最初に言ったかもしれませんけれども、枠組みというのは制度をつ

くっても変わりますけれども、我々が使っている言語体系みたいなものにとても大きな意

味があると思っていて、私は英語はあまり詳しくなくて分かりませんけれども、多分社会

人などという言葉は英語にはないですね。「社会人と生徒」とか「社会人と学生」などと

いう区分けを相変わらず使っている大人の感覚自体が非常に枠組みを狭めてしまっていて、

何かそういう表現の仕方の一つ一つを行政が変えるだけでも意外に変わっていくのではな

いかということを思っています。非常に何か文学的なことを申しましたが。 

○本田座長 ありがとうございます。 

○宮城協力者 私もちょっとよろしいですか。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○宮城協力者 私は、初等・中等教育においては、その必要な情報だとか教育というのは

両方の青少年ともあまり変わらないということを思っています。それが大学とかの高等教

育になってくると随分そこに開きが出てくるかもしれませんけれども、むしろそういうリ
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ーダーとなっていく人というと何か極端な気がしますけれども、私どものところに来てい

るような学生とそうでない学生が子ども時代にポテンシャルが大きく違うかというと、そ

うでもないと思うんです。もちろん明らかに違う場合もあるんですけれども、例えば親が

経営者であったりとか、たまたまその影響を与えられた人が周りにいたとかということが

契機になっていたり、すごく何気ないようなことがきっかけになってある種自分で事業を

起こすようなスタイルに体が向いていくというような人たちも結構いるんじゃないかなと

思っております。 

 もう一つ、私はリーダーにはリーダーの悩みというのがあるように思っていまして、つ

まり角度を変えると、豊かで自由な時代に生まれた人には豊かで自由な時代の生き甲斐み

たいなものがあって、それに応じた生き甲斐でなければ、その人にとって単にお金がある、

物があるということ自体は豊かさにはつながらないというような感じがしていまして、例

えばリーダーシップを持って、あるいは経営者みたいなスタイルで生きる方が多分その人

の人生が生きがいのあるものになる人にとって、そうでない生き方をたまたま、例えば勉

強ができてしまっていい大学に行ったためにどこかの組織の中に入り込まなければいけな

くなってしまった人にとってみれば、それは不幸である。そういうことを考えると、必ず

しも偏差値が高い低いとかということが、青少年の生き甲斐を持った生き方をサポートし

ていくことに関して、観点としては、必ずしも今言われているエリートか非エリートかと

いうことが大きな問題というよりは、全員がそういう、特に初等とか中等教育の段階では、

将来の生き方とかを考える機会というのをもっと持つべきだなということを思っています。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 お手が挙がりましたね、後藤さん。 

○後藤委員 私も今の広田委員からのご質問と同じようなことを感じていまして、確かに

今伺った格差というのはすごく出てくるだろうと。それは情報格差もそうですし、最初の

中村委員のお話もそうでした。結局、持てる者と持たざる者という、例えばインターネッ

トの接触についても、親がある程度裕福であればインターネットの接触ができる。私も幾

つかの大学で教えていて、明らかに親の層が違うところのメールアドレスの取得の割合で

あるとか、そういうことは違うんです。経済がバックにあって初めて情報というものが得

られるだろうし、宮城さんのお話もすごく刺激的だったんですが、例えばそういうことが

できるというのは、多分そこですぐ働かなくてもいい、例えば、今日明日ご飯には困らな

い、住むところもある、そのような状況の中で初めて可能なことだと思うんです。そうい
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う中で、もちろん最初から格差というのはあるわけです。もちろん格差を是正する装置と

して学校というのがあったわけですけれども、例えば経済格差を学校が是正するわけには

いかない。学校というのは経済格差があったとしても知識的にはすべてが同じような知識

を持つということを目指した装置だと思うんですけれども、その中で、最初から最後まで

経済格差が是正されないまま、そして経済格差をどんどん助長する形で、多分今のシステ

ムというのは動きがちなんじゃないかと思うんです。では、家庭の経済格差というのは無

視できない状況の中で、例えば行政は何ができるかとか、そういうことをどういう形で考

えていったらいいのかなとはすごく思いました。 

 あと、最近私もＮＰＯとかＮＧＯにかなり深くコミットしていて、前回のときに配った

資料も、なぜ配ったかというと、たまたま事務局長になって、やはりお金を集めなければ

いけないということがありましたが、こういうところで金集めの話をするのに躊躇する部

分もございましたので、（笑）前回はきちんとご説明ができなかったのですけれども、そ

のときの経験と今日のお話を照らし合わせて思うのは、起業するようなニーズを持ってい

て能力もあるが、そういう気概は持っていない、だけれども何かしたい、そのそこまで至

らない中間層の学生とか若者がかなり多い。そうするとどうなるかというと、やはり私な

どが事務局長として出ていかざるを得ないような状況というのが発生してしまうんです。

やりたいことはあっても、自分で何か金を集められない。だけどやりたいことをやりたい。

そうすると、既存のいろいろな仕組みの中にそういう人たちが入ってくると、もちろん活

性化はするんですが、それに伴うコストというのはかなり払わなければいけない。そうい

う意味では、もちろんこういう起業家ができて楽しいといって、いろいろうまく配分され

て、それぞれのところに行けばいいんですが、いけないようなある意味中途半端な、あい

まいではなくて目的意識を持っているんだけれども、起業まではいかない、そういう層も

想定できて、そういう意味ではいろいろな層があって、その層をどのように捉えていけば

いいのかなというのを今回感じました。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 多分またご意見があると思いますが、ちょっと時間が来ておりますので、今日ご発言の

なかった吉田さん、何かおありですか。 

○吉田委員 ３点考えました。３人のご発表をメンタルヘルスの視点を通して聞いており

ました。 

 どのような時代や環境であろうと、人間の心の本質はある程度変わらないであろうとい
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うのが第１点目であります。しかしながら、現実には、メンタルヘルスの動向はどんどん

変わっていくということです。 

 第２点目の私の意見は、では何が大事かというと、やはり価値観、起業、いろいろなこ

とがありましても、自己充足感があるということがいいのであろうと。何もしなくも済む

人はそれでいいし、何かしたい人はそれもいいだろう。自己充足感を高めるために、私の

視点から考えた小中学生を例に挙げます。学習障害だとかＡＤＨＤは、日常生活でルーズ

フィットはできるし、ある一定の能力は高いけれども、学校教育の全体の偏差値にはつい

ていけない子どもです。そういう子どもたちがこのソーシャルベンチャーの若年層で、何

かいい方向で役に立たないかということであります。 

 第３点は、私自身の問題なんですが、今度はかなり偏差値の高い方の 40 代の大人の自己

充足感についてです。もっと端的に言いますと、独法化を目指している文部教官の私ども

のような立場は、日本人は１人ずつは非常に優秀なんですが、最後の宮城さんのお言葉に

あったように、非常にプレゼンテーションが下手である。アイデアもあり、学識もある、

これをもっと社会に生かせるためには、私たちの世代に宮城さんたちがどういう貢献をし

ていただけるか。（笑）その辺も、自己の利益の追求もありますが、考えておりました。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 お３人のプレゼンテーションが刺激的だったので、まずはみんながちょっとシャワーを

浴びてはっとして、いろいろとそれを肯定的に捉えて、さらにそれを少し引いたところか

らシステマティックに捉えるご意見も出てきて、最後はご自分の専門と結びつけて、私の

自己充実のためのＮＰＯを立ち上げてほしいというようなご要求が出て、大変おもしろい

ところでございますが、今日はちょっと時間が押してしまいました。一つ、事務局の担当

の方から、ご提案というか、ご相談があるそうでございますから、ディスカッションはこ

こで切らせていただきます。 

 はい、どうぞ。 

○椋野参事官 資料４として、今後の懇談会の進め方（案）というものをお配りしており

ます。これは、第１回にお配りしたものとほぼ同じでございますけれども、あのときに途

中で見直しもあるので、当面こういう進め方でいいのではないかということでご了承いた

だいたものでしたので、ここで改めて後半の進め方についてご了承いただければと思って、

もう一度ご用意させていただきました。今日で５回を終わったところで、夏休み明け９月
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にここまでの論点をまとめてみて、今後の進め方等をご議論いただく。それから第７回、

第８回は、特定の問題状況について、青少年自身が問題を抱えているような場合、あるい

は青少年が被害に遭うような場合ということでご議論いただき、その後、今度は切り方を

変えて、社会の構成員の役割についてということで、家庭、地域、学校、職場、その他を

９回、10 回とご議論いただき、そこで 12 月になってしまいますので、年明けに３回ほど

議論の取りまとめに向けて、11 回は骨子案について、それから客観的なデータや実際の状

況に基づいてご議論を今までずっと進めてきましたけれども、そろそろ理念というような

ことも少しご議論いただければと思って、11 回はそれを入れております。それから 12 回

は報告書の素案、13 回で報告書を取りまとめていただければという進め方の案でございま

す。 

 それから、報告書の取りまとめに向けて、今年の終わりぐらいに起草小委員会みたいな

ものを何か設置してはいかがかといったことも考えておりますが、具体的にはまた座長と

ご相談させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○本田座長 ただいまのようなご説明、ご提案がございましたけれども、ご意見はござい

ますでしょうか。いつもこの会が終わるたびに皆様がおっしゃるのは、自由に勝手なこと

が言えて大変おもしろいけれども、一体これをどうやってまとめるのだろうか、何かやっ

ぱり報告書をつくらなければいけないのに誰がつくるんだろうかというご心配がいつも話

題になりますが、そのようなことも含めて、第６回目は、とにかくフリーにしておいて、

今までの様々な方向に拡散した議論を少し整理する。これも誰が整理するのかよく分から

ないので、皆さんもここで整理していただいて、それから担当の方でもきっと整理してく

ださるのだろうと思いますが、少し整理しながら今後の方向を出していく。これは１回必

要でございましょうね。これはこれでとらせていただきます。そして７回以降は、最初の

予定のように、今度は年齢で切ったテーマではない別なテーマでそれぞれの方にレポート

をしていただくという形でよろしいでしょうか。まだレポーターの役をお引き受けくださ

っていない方もおいででございますから、そのような方にレポートをお願いするというこ

とで、よろしゅうございますでしょうか。はい。 

○天野委員 質問なんですが、７回、８回の非行から犯罪被害までありますね。これはレ

ポーターの方がつく予定になっているんですね。 

○本田座長 一応そうでございます。 
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○天野委員 その後、家庭から始まり学校、職場、その他の 10 回目のところですが、ここ

もレポーターの方がいらっしゃるんですか。 

○本田座長 とりあえずそうですね。 

○天野委員 では、ここまではレポーターの方のレポートいうことになるんですね。 

○本田座長 ええ。ご意見がございますか。例えばもう少しフリートーキングを増やした

方がいいとか、あるいはこういうテーマではない報告を一つ入れた方がいいとか。例えば、

子どもの未来を考えるのだったら社会の未来を考えなければいけないというご意見も伺っ

たのですが、日本の社会の未来を語れる人がいるだろうかというような気もしたりいたし

まして、なかなか難しいご注文かなと思ったりするのですが、何か天野さんの方で。 

○天野委員 これを見ると、11 回と 12 回で報告書についてやっていかなければいけない

ことを考えると、これで何ができるかなという印象があるんです。あと９回、10 回の家

庭・地域・学校・職場と分かれていて、今までの報告書などを見ても多くはこういうくく

りをしますから、そういう意味では分かりやすいのかもしれないですが、今までの話を聞

いていると、つまりそういうくくりではなくて、「子ども観」の問題をまずシャープに出

す必要があるんじゃないかと僕は思うんです。今までの国の出した報告書というのは、大

体子どもはだめだという視点で見ているから、本当にそうなのかという話が何回も出てい

るわけです。だから、子どもがだめだと言っている大人がだめなんだということをはっき

り打ち出す報告書をまずつくる必要がある。そのためには子ども観をちゃんと立てなけれ

ばいけないと思うんです。最近の若い親は子育てができないというのも、そう言っている

やつらが問題だということをはっきり打ち出すように僕は出したいと思うんだけれども、

だから、その家庭・地域・学校・職場というようなくくりではなくて、僕らは一体どうい

う視点で子どもを見ようとしているのか、実態はどうなのかということ。それは、今日の

話の中でも、情報の話でも出てきたし、この中ではくくれないわけです、家庭・地域・学

校みたいなところでは。そうではなくて、まさに今生きているこの子どもらの周りにはど

ういうことが起こっているのかということを、子どもを中心とした報告書として、そこに

はメディアもあれば、学校もあるかもしれない、地域もあるかもしれないし、いろいろな

犯罪の問題もあるかもしれないけれども、その中心軸になっている子ども、青少年という

ものをどう浮き彫りにしていくかということの方が何か重要かなという気が僕はしている

んですけれども、どうなんでしょうか。 

○本田座長 いかがですか。ただいまちょっと別なご提案が、予定されている計画を少し
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変えたらどうかというご提案が出たんです。ただ、子ども観というとまた非常に抽象的な、

観念的な論争になる危険性もあって、これだけの人がいれば、みんなそれぞれご自分の思

いの丈をお話になると、データに即して子ども観というのがどのくらい抽出できるかと。

今までいろいろなデータが出ておりましたから、そこからどのくらい抽出できるか。それ

がちょっと難しい作業ですけれども、それができればある程度出てくるかもしれない。た

だ、ここで理念的なものは一回ちょっとやってもいいと思いますけれども、それに大きな

比重をかけると、逆に大変抽象的になるような気もいたしますが、いかがでしょう、その

あたり。はい。 

○後藤委員 おっしゃることはよく分かりますけれども、多分子ども観というのが、子ど

もというのはこれだけ、赤ちゃんから 20 幾つまでということで多様化している中で、では

子どもをどう見るのかという統一的な見解というのはなかなか無理だと思うんです。もち

ろん、子どもを据えてという、多分これは役割なんですが、真ん中に子どもがいて、その

周りをいろいろ囲んでいてと、多分今日のお話も考えると、例えばＩＴとか、ＮＰＯの役

割であるとか、そういうちょっと世代が上の人の役割であるとか、そういうことも含めて、

もう少し支援システムみたいなものを念頭に置いて考えていって、それぞれの子ども観を

前提として、それを助けるサポートシステムというのをどのように構築していくのかとい

う、そっちの方に焦点を当てた方がいいのかなという気は私はします。 

○本田座長 子どもを真ん中に置くにしても、子ども観そのものを真剣に語るのではない

仕方で何かできないかということですね。それは一つの考え方かもしれないですね。 

○後藤委員 あと、多分これを考えられたのも、結局子どもを中心として、子どもを取り

巻くいろいろなものというファクターを抽出して出したものですよね。 

○本田座長 そうですね。その中に家庭とか地域が出てきたんだろうと思いますけれども。 

○後藤委員 もう少し新し目だと、そういうＩＴとかメディアとか、その他に入っている

のかなと私は思ってはいたんですが、そういうことを考えるということにした方がまとま

りやすいかなという気はします。 

○本田座長 いかがでしょうか。広田さん、ご意見はおありですか。 

○広田委員 天野さんの話というのは非常によく分かって、子ども観の問題を非常にシャ

ープに出すと、多分気持ちのいい報告書ができるような気がするんですが、いろいろな省

庁の政策が家庭とか地域とかに区切った形でそれぞれのねらいを持って立てられているよ

うな現状だと思いますので、そこは一応踏まえた形で議論を取りまとめる方がいいんじゃ
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ないかと私は個人的には思うんですが。 

○本田座長 はい。 

○天野委員 さっき網野さんの方からもあったように、僕は、枠組みを壊すという作業を

どこかでやらないと、この懇談会をやった意味ってないと思うんです。各省庁がやってい

るのはやっぱり枠組みづくりであって、その枠組みがないと報告書にならないというのは

分からないでもないんだけれども、その枠組みが子どもを殺してきたという、僕はそれを

非常に強く感じるので、要するにその枠組みをどこにつくらなければならないかというこ

とと併せて、枠組みをつくってはならないところまで手を伸ばしてきた過去に対する反省

というのは、しっかりしないといけないと思うんです。だから、子ども観というのは、つ

まり子どもは教えないと育たないのか、子どもは自分で育つ力を持っているのかという議

論であり、僕は、大人が子どもに対して向かうときにどちらの側に足を置くかで、最後に

子どもを信じるか、子どもを信じないかというところが出てくると思うんです。だから、

当然大人の関わり方というのは大きいわけだけれども、子どもが自ら育つ力を持っている

ということに対して、そういう報告書というのは、要するに大人がつくる報告書だから、

大人は何かしなくてはいけないという内容を書けば、その方が大人の役割がはっきりして

くるんだけれども、大人がしてはならないということを打ち出さなければいけないことも

あるんじゃないかと思うんです。 

○本田座長 それは分かります。してはならないことを打ち出すとか、例えばこの枠組み

を使いながら、この枠組みをそのままにストレートに出すのではなくて、この枠組みを一

つの起点として考えたときに、全く違う「脱構築」ができるというような形で新しい視点

を出していくことには大変意味があるだろうと思うんです。「新しい子ども観」と言って

しまえば、それでくくれないわけではないけれども、子ども観そのものを真正面から論じ

るということに対しては、ちょっと何か信念を吐露すると、それぞれの信仰が出てきて終

わってしまうかなという気がしないでもないので、個人が非常にとうとうと子ども観を論

じるということも意味は分かるし、お１人お１人論じていただいてもいいんですけれども、

大勢でやる作業として何かもうちょっと違う持っていき方がないかなという気がしており

ますが、それも一つのご意見として、では今後の進め方も考えさせていただき、まとめ方

の方向も考えさせていただくことにいたしましょう。 

 それでは、時間がちょっと押してしまいましたので、今日はここまでにいたします。 

○椋野参事官 済みません。よろしゅうございますか。当面、日程調整等がございますの
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で、８回まではこの進め方でよろしゅうございますでしょうか。そこだけご確認いただけ

ればと思います。 

○本田座長 そうですね。８回まではこれでご異存ないようです。むしろ今話題になって

いたのは９回、10 回あたりの持っていき方だろうと思いますので、そのあたりはちょっと

検討してみることにいたしましょう。 

 それでは、どうも今日はありがとうございました。 

                             午後 ４時１６分閉会 


