
　は　じ　め　に

　日本社会では、1990 年代後半以降、格差や不平等問題について

人々の関心が高まっているといわれている。若者の非正規雇用をめ

ぐる問題、ホームレスや失業者の増加、生活保護をめぐる社会的関

心の大きさ、出産・育児期における女性の就業状況など、社会経済

的な格差、不平等やそれに対する関心の高まりを表す事象を、多く

列挙することができるだろう。

　本書の主要な読者層と想定される大学生にとって、近年の日本社

会における格差の増大や不平等に関わる事象は、非常に切実な問題

であろう。その主要な論点として、非正規雇用に関わる問題が挙げ

られるだろう。非正規雇用に従事する若年の労働者は増加傾向にあ

るといわれているが、その一方で、現在でもなお新卒一括採用とい

う慣行は継続している。多くの大学生は、在学中に就職活動を行い

企業から採用内定をもらって、卒業と同時に企業での就労を開始す

る。こうした学校から職場への移行のあり方は、若年の失業率の低

下に大きく貢献し、若者の労働市場への円滑な移行とキャリア形成

を助けてきた（苅谷 1991；本田 2005）。しかしながら、1990 年代

後半以降、景気後退の中、余剰な労働力を保持する多くの企業は、

今いる企業の従業員の雇用を守るために、若年層の採用の抑制を行

った（玄田 2001）。その結果、企業は、学卒時に正社員として採用

する若者は、企業の中核的業務を担う基幹的な労働者に限定し、周

辺的で、定型的な業務を担当する労働者は、企業が提供する福利厚

生や訓練機会に乏しい非正規雇用という形で採用するようになった。

　学生たちにとって、在学中の就職活動の中で将来にわたって成長

できる仕事にめぐり合うことができるかは、非常に重要な問題であ
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ろう。こうした問題について考えるとき、私自身が、大学のとりわ

け演習やゼミナールといった少人数の授業の中で出会ってきた学生

たちのことが思い出される。社会階層論の視点から、かれらの就職

活動の相談にのったり、場合によっては面接の練習などにも付き合

ったことがある。学生が就職活動の時期は、私自身、非常にやきも

きした気持ちになる。

　加えて、非正規雇用をめぐる問題は、自分自身の問題でもあった。

私が、フルタイムの正規雇用の仕事につけたのは、30代の前半で

あった。博士課程を単位取得退学してから数年間は、複数の大学や

予備校で非常勤講師をし、文部科学省から助成を受けた一時的な教

育・研究のプロジェクトのなかで助手をするなどして、生計を立て

ていた。社会保険料も全額自己負担の時期があり、国民健康保険の

毎月の保険料が高いときで 5万円近くに達し、生活を大きく圧迫

していた。無論、大学教員や研究者の労働市場における正規雇用、

非正規雇用をめぐる問題を、他の労働市場における非正規雇用の問

題と同列に論じることはできない。しかしながら、私自身の 30代

前半の経験は、社会階層論の視点からこの問題を考える上で大きな

参照点となっている。この本を手にとって読む読者のみなさんにも、

近年の日本社会における社会階層をめぐる諸問題について、自分自

身の身近な例を思い起こしながら、考えてもらえたら幸いである。

　本書は、主として大学の学部学生を念頭に、社会階層論の概説書

として書かれている。このような著書をまとめる上で、筆者の勤務

先の大学の学部や大学院での授業の内容が、本書にも大きく反映さ

れている。筆者の大学での授業に参加された学生のみなさんに、こ

の場を借りて感謝したい。

　本書は社会階層論の概説書として執筆されているものの、筆者 1
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人で広大な社会階層論の領域のすべてをカバーすることは難しい。

そのため、筆者がこれまでに従事してきた研究を中心としつつ、筆

者の研究領域と関連するこれまでの社会階層論の研究成果を大きく

参照しながら、近年の階層研究の到達点について論じる構成とした。

本書の前半部分は、主に、1990 年代までを中心とした社会階層論

のものの見方、考え方について論じている。近年出版されてきた社

会階層論に関わる研究書の多くは、現代日本社会における不平等構

造を論じるものが多い。筆者は、社会階層と不平等を考えるとき、

現実をどのような物差しやレンズで切り取るかによって、不平等や

格差の姿は異なった形で捉えられるだろうと考えている。そのため、

本書では、現代日本社会における格差の実態そのものよりも、様々

な理論的な視点や発想の多くを論じる構成とした。本書を手に取っ

たみなさんが、多様な社会階層論の考え方に触れ、自らそうした視

点を使って、現代日本社会の不平等構造を考えるための一助となる

ことを願っている。

　本書の後半部分は、近年の階層研究で注目されている制度と社会

的不平等との関係について論じている。階層研究は、そのなかでも、

社会保障制度、家族政策、教育政策、労働市場構造、労使関係、雇

用政策を、不平等を左右する制度として注目してきた。筆者が、社

会階層と制度とのかかわりを考える上で大きなきっかけとなったこ

との１つに、日本社会における非正規雇用のあり方が、必ずしも他

の国では一般的に見られないということを、多くの比較研究を見て

いく中で気づいたことがある。加えて、社会学に関係する国際的な

学会に参加し、他の国々の研究者と意見交換をする機会を得たこと

も、日本の非正規雇用や格差をめぐる動向を考える上で、非常に有

益であった。
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　本書は、2005 年に行われた社会階層と社会移動全国調査（SSM

調査）プロジェクトとその研究成果にも大きく負っている。2005

年の SSM調査が、日本だけでなく、韓国と台湾で実施されたことで、

筆者は、比較社会学的視点の重要性や、格差、不平等を捉える上で

の制度に注目することの大切さを学ぶことができた。SSM調査に

回答いただいたみなさまやこのプロジェクトに関わられたすべての

方々にお礼申し上げたい。とりわけ、佐藤嘉倫（東北大学）、石田

浩（東京大学）、鹿又伸夫（慶應義塾大学）、有田伸（東京大学）、今

井順（北海道大学）の各氏からは、本書や本書の基盤となっている

研究を進める上で多くのご教示をいただいた。感謝申し上げたい。

加えて第 8章では、渡辺秀樹氏（慶應義塾大学）が主導する教育達

成の国際比較研究のプロジェクトで得られた成果をもとに議論した。

渡辺氏をはじめ関係されたみなさまにお礼申し上げたい。

　本書の最終章では、制度と社会階層との関係を考える上で、日本

の社会階層論がこれまで対象としてこなかった、海外からの移民労

働者の問題をとりあげている。海外の階層研究は、人種間、民族間

の不平等の問題をきわめて重要な争点として取り上げてきたが、日

本の階層研究にはそうした視点は希薄であった。その理由の1つに、

日本社会は、均質的な「日本人」から構成されるという「単一民族

神話」がある。これが神話にすぎないのは、日本に居住する数多く

の民族的マイノリティを無視した言説であるからに他ならない。

1980 年代以降の日本における海外からの移民労働者の増加と地域

社会への影響は、社会学においても注目され、いくつかの事例研究

が蓄積されているが、思いのほか他の社会学領域へのインパクトが

弱いのではないだろうか。本書は日本の格差、不平等問題を語る上

で、移民や民族的マイノリティに注目することの重要性について考
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察し、国際移民を対象とすることで、社会階層論を再考することを

目指したい。

　筆者は、静岡大学に勤務中、静岡県内の多くの自治体の外国人を

対象とする調査研究プロジェクトに参加する機会を得た。本書の一

部は、そのときの経験に多くを負っている。これらの調査研究にご

回答いただいたみなさまと、関係者のみなさまに御礼申し上げたい。

とりわけ、静岡県内のこれらのプロジェクトを主導され、筆者のプ

ロジェクト参加の機会を作っていただいた池上重弘（静岡文化芸術

大学）、同プロジェクトに参加されたエウニセ・イシカワ・アケミ（静

岡文化芸術大学）、千年よしみ（国立社会保障・人口問題研究所）の各

氏に感謝申し上げたい。最後に、こうした本を出版する機会を与え

ていただき、忍耐強く励ましていただいた、弘文堂編集部の中村憲

生氏に心から感謝したい。

2013 年 10 月

竹ノ下弘久
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1．教育システムと学校から職場への移行のあり方
　人々は、学校を卒業し、どのようにして労働市場へと参入してい

くのか。学校から職場への移行のあり方は、近年の国際比較研究や

制度論にもとづく階層研究の大きな関心領域の 1 つとなっている。

学校と労働市場との結合様式は、その国の教育システムや労働市場

をめぐる諸制度によって大きく異なっている。以下では、教育シス

テムのあり方が学校から職場への移行とどのように関係しているの

かについて、考察したい。

　「資格空間的移動（qualificational mobility space）」と「組織空間的

移動（organizational mobility space）」という類型は、制度編成の視

点から、学校と労働市場との結びつきを考察するために、しばしば

用いられてきた。この 2 つの類型は、ドイツとフランスの労働者

の技能形成に関する比較研究から導出され、労働者に対する基本的

な職業教育のあり方の相違について概念化する（Konig and Mueller 

1986）。ドイツでは、中等教育段階において、職業教育を行う学校

では、デュアル・システムが採用されている。デュアル・システム

では、教育機関での学習と企業での実習とが組み合わされて行われ

る。企業での実習がドイツの教育の不可欠の要素であり、実際に企

業は、中等教育機関の学生の職業教育に積極的に関与してきた。他

方で、フランスの中等教育段階における職業教育では、企業との協

力関係がないなかで、職業教育が実践されてきた。そのため、フラ

学校から労働市場への移行と
キャリア形成
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ンスの職業教育は、教育機関での学習を中心に行い、企業での実

習はドイツほどの規模では行われていない（本田 2005 ; Konig and 

Mueller 1986）。

　両国における中等教育段階での職業教育の相違は、職業学校の学

歴の労働市場での有用性の違いをもたらしている。ドイツでは、職

業学校を卒業したことで得られる資格は、さらなる職業訓練やより

専門性の高い資格獲得への出発点として位置づけられている。フラ

ンスでは、職業学校の学歴は、労働市場の中で相対的に低く評価さ

れがちである。職業学校に通う生徒たちも、普通学校での学業達成

の失敗を埋め合わせるためにそうした学校に通う傾向にある。その

結果、フランスでの職業学校の学歴は、さらなる職業訓練の基盤と

してはほとんど用いられてこなかった（Konig and Mueller 1986）。

　職業系の中等教育機関で行われる職業教育のあり方の相違が、労

働者の技能形成のあり方の違いとなって現れる。「資格空間的移動」

が顕著なドイツでは、職業学校で技能を身につけ、その課程を修了

することが、卒業後の就業機会やキャリア形成に対して大きな意義

を有する。企業から多くの協力を得ることで、教育課程と職業との

つながりが明確であり、企業での実習が学校から職業への円滑な移

行を可能にする（Konig and Mueller 1986 ; Mueller and Shavit 1998）。

企業側も、企業が必要とする技能をもった若い人材を、外部の教育

機関から容易に調達することができ、企業自身がコストのかかる「仕

事をしながらの教育訓練（OJT：On the job training）」を労働者に対

して提供する必要がない。

　他方で、「組織空間的移動」が顕著なフランスでは、職業学校で

の技能育成に企業は積極的に関与していないため、必ずしもその企

業が必要な技能をもった若年労働者を、教育機関から調達可能とは

限らない。そのため、各企業は、新しく入ってきた労働者に対して、
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企業内の特定の職業と結びついた技能を教育しなければならない。

企業が提供する教育訓練や OJT が、労働者のキャリア形成にとっ

て非常に重要な要素となるのである（Konig and Mueller 1986）。

　教育機関が提供する職業教育が、どの程度職業との明確な結びつ

きを有するかで、学校から職場への移行のあり方が異なってくる。

ドイツのように、企業が職業教育に積極的に関与し、企業が必要と

する人材を職業学校が直接供給可能である場合、教育と学卒後に従

事する職業との結びつきは、一層強固なものとなる。他方で、教育

機関の提供する職業教育が、特定の職業との結びつきが弱い場合、

教育資格は必ずしも特定の技能を保持することを示していない。学

校を卒業したばかりの労働者は、特定の職業と結びついた技能を、

特定の仕事に従事しながら、組織の中で身につけていく。その場合、

教育資格とは、労働者の知性、訓練可能性、教育課程の中でまじめ

に学業に取り組んできたことなどを表しているにすぎない。そのた

め、中等教育における職業教育の課程は、普通科の課程よりも威信

が低く、その学校を卒業することは、かえって、学業成績が低く、

まじめに学業に励んでこなかったことのシグナルとなる可能性もあ

る。このような制度的状況のもとでは、学校教育と学卒後の職業的

地位との結びつきは、弱くなると考えられる（Mueller and Shavit 1998）。

　ついで、各国の中等教育段階における職業教育の相違と密接な関

係を有する教育システムの特徴に、階層化（stratification）がある。

これは、家族的背景と教育達成との関係の強弱にも影響するとして、

第 7 章でも考察した概念である。教育システムの階層化は、若い

労働者の技能を表すシグナルに関係する制度として、学校から職場

への移行のあり方を左右する。階層化とは、中等教育における学校

タイプ間の分離の度合いを表す。階層化の高い教育システムでは、

ライフコース上の早い段階で、職業科と普通科のいずれの学校に進
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