
　私が所属しているのは労働政策の研究所で、教育は直接には担当していませ

ん。しかし現在、生涯学習審議会、大学の分科会にも呼んでいただいていて、文

部科学省の行政に結構いろいろなところで関わっています。それはなぜかという

と、教育と労働との接点ということを、文部科学省の行政の中で大変重要視して

いて、その切り口の場所に私がいるということだと思います。本シンポジウムで

の私の役割も、おそらくその辺だろうと思います。学校の先生方中心で考えられ

ているキャリア教育に対して、産業界、あるいは卒業した労働者の立場から、ど

のようなことが言えるのか。私は、現在の産業社会からの要請として、今後の

キャリア教育に何が求められているかというお話をできればと思います。

　産業社会の変化、特に雇用慣行の変化の話、そして企業の中の人的資源管理、

能力管理がどのようになっていて、

現在のキャリア教育に対するどのよ

うな要請につながっているのか、と

いうことについて話を進めていきま

す。

１．わが国の産業社会の変
化と職業キャリア
　「雇用管理調査」（厚生労働省）で

は、長年にわたって「終身雇用慣行

を重視するか、こだわらないか」と

いう質問を続けてきました。その結

果、終身雇用を重視する企業はわず

かになってきているということは、

よく言われるところです。

　先日、ＮＨＫの番組で団塊ジュニア

世代のドキュメンタリーがありまし
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た。学校を卒業したときに就職できなかった、いわゆる年長フリーターといわれ

る世代です。あの人たちが日本の中に活路を見出せず、大連に行き、年収６０万円

だったか時給３００円か、そういう世界で働いて、そこでキャリアをつくろうとして

いる。中国語をマスターして、何とか中国と日本の接点に何か仕事を探せないか

と考え、それで一生懸命仕事をしました。それをキャリアにして、中国との取引

のある日本企業で正社員に応募しようとすると、応募を斡旋する会社からまだま

だそれでは駄目だと言われたという話です。どうしてかというと、中国の大連で

やっていた仕事は、コールセンターの仕事で、日本人に対しての電話営業でした。

たとえ大連にいて一生懸命語学の勉強をして中国語がしゃべれるようになって

も、それでは企業に売れるキャリアにはならない、中国にある企業に入って中国

人相手に営業をやったというのであれば使えるけれど、ということだったので

す。

　テレビのコメンテーターは、日本の大企業は中途採用をしないから、中小のベ

ンチャー企業など、もっと柔軟なところに応募するようにしなさいといったコメ

ントをしていました。

　終身雇用という言い方をすれば、企業は、決してそれを圧倒的に支持はしてい

ません。ただ、やはり中途採用のときにはどんな企業でも当然、キャリアを見ま

す。そのとき、「何がキャリアになるか」ということが大事です。斡旋の仲介会社

の担当者の言葉は、全く正しいと思います。中国で仕事をしたといっても、「日本

人相手の営業をしていた」、その具体的な内容を聞くと、「コールセンターの仕事

をしていた」。これでは中国人を取引先とする貿易の企業に就職しようとしても、

キャリアにはなりません。

　日本企業の雇用慣行としては、すでに終身雇用を重視しようという企業はほと

んどありません。ただ、やはりきち

んと能力を評価しなくては、途中採

用はできません。その能力を評価す

るのに一番使えるのが、本人が何を

やってきたかという、履歴書に書け

ることなのです。アルバイトしか

やってこなかった人の履歴書は、企

業としても、評価のしようがありま

せん。コールセンターで電話営業を

やりましたと言っても、採用の基準
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になるまでの水準の仕事をコールセンターでしていたとは、なかなか評価されな

いのです。

　雇用の慣行の考え方そのものは、やはりこのデータで正しいと思います。終身

雇用慣行というのはごくわずかになりました。日本企業は、基本的には実力をき

ちんと評価します。ただ、それをどのように評価するかといえば、評価の基準は、

「他の企業で何をやってきたか」「正社員経験で何をやったか」、やはりそこが信頼

できる基準になっているということでしょう。

　年長フリーターの方が、今、非常に苦労されているのは、評価されるに足る

キャリア、あるいはやってきたことをきちんと評価されるような形での翻訳がで

きない、そこが問題だと思います。もちろんアルバイトの経験でもちゃんと評価

できる部分はあります。先ほどの例はあまり評価されない例でしたが、レストラ

ンチェーンはほとんどアルバイトで、店長さんまでアルバイトというケースが多

くあります。そこで店長として、人事管理で苦労した話などがあれば、「この人は

使える」という判断になります。企業にとって必要な能力がちゃんとついている

か、その企業が要求している能力としてアルバイト経験をきちんと評価されるよ

うに話せるかとか、その辺がポイントになってくるわけです。

　日本企業は基本的には変質しています。かつてのような終身雇用一点張りでは

もちろんないし、年功序列そのものもかなり崩れてきていると思います。やはり

能力なしの年功などというのは、今の日本企業にはあり得ないと思います。

　そういう中で、若者の意識も変わってきています。社会経済生産性本部が４０年

間続けている「働くことの意識調査」があります。１９７１年と２００７年の同じ項目の

調査結果を比較してみました。新入社員が会社選択をする基準をみると、三十何

年か前の人たちは「会社の将来性」が企業を選ぶ第一の基準でした。現在の若者

は、これがどんどん下がっていて、

選択基準の中心は「自分の能力個性

が生かせる」「仕事が面白い」「技術

が覚えられる」、そういうところに

移ってきています。「会社の将来＝自

分の将来」とは考えなくなってきて

いるということなのです。就社では

なく就職という表現をしていました

けれども、若い人の意思の中にも、
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はっきりとした変化があるのだと思います。

　キャリア教育という言葉が広まる２０００年より前の８０年代、９０年代には、学校進

路指導という言い方をしていました。この学校進路指導に対して、「学校を出ると

きだけ何とかいいところに入れる、進学させる。出口だけ指導しているだけでは

ないか。進路指導といいながら、出口のところだけではないか」、そういう悪口が

ありました。

　私は、１９８０年代、９０年代初めまでは、それでよかったからそうしていたのだと

思います。まさに先ほど言った、「企業の将来＝自分の将来」の時代、つまり企業

の中で頑張ればちゃんとキャリアが付いてくる、そういう時代では、最初に入る

ことが大事だったのです。企業に入ることを何とかすれば、あとは企業の中で育

ててくれる、そういう循環にあったのだろうと思います。その部分が、企業も変

わっているし、若者の意識も変わっているのです。

　先ほど、キャリア教育は企業の要請なのか、学校の要請なのかという話があり

ました。これは多分両方であって、相乗効果でこれからも変わっていくと思いま

す。企業側の変化の中で、生涯にわたって１つの企業で働いてほしいとは、企業

のほうも思っていません。やはり、能力のある人は残ってほしいし、能力のない

人にいつまでも残ってほしいとは思わないのです。能力を最大限に発揮できると

ころでうまくやってくださいという意識があります。

　若者のほうも、自分を磨いて、自分が好きなことをやる。それで自分を伸ばし

て、職業人として生きていきたい。そういう希望がはっきり出ています。この辺

の相乗効果がこれからどんどん広がってくるのだろうと思います。

　現在の２０代は、圧倒的に正社員になる比率が減っています。アルバイト、パー

トという言葉に限定すれば少し下がってきていますが、アルバイト、パート以外

の雇用形態、派遣社員あるいは契約社員、そういう人たちの比率はまだまだ減っ

ていません。派遣契約等まで入れれ

ば、大体女性の４割、男性の３割ま

で、非正社員の人たちが増えていま

す。

　長い間非正社員をしていた人たち

にとっての問題は、それこそ本人の

キャリアが見えない、ということで

す。ここでいうキャリアとは何かと
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いうと、基本的にはまず自立です。食べていけること。そして、結婚できて、子

どもが持てる。社会の継続的な発展というか、社会の持続のためには必ず必要な、

そういうプロセスを踏み得ないような、低賃金労働者のままとどまってしまうと

いう問題があります。ここからどうやって次につなげられるか、これが今後の

キャリアをめぐる政策では大事なところだと思います。

２．雇用管理と職業能力開発の現状
　そこで大事なのは、「能力をどのように身に付けて、それをどう人に評価される

形で表現できるか」、そこのところが今後の政策の大きなポイントになってくる

でしょう。そういう状態の中で、キャリア教育が注目されているし、今後も政策

の中で重要な役割を果たしていくと思います。

　そして今、終身雇用慣行を重視しなくなった企業がどのようになっているの

か。年功という時代はもう終わっています。むしろこれまでも日本は、能力主義

というか、給料でいえば職能資格というような形で能力を評価して、年功部分も

あるし、能力を評価する部分もあるという、ミックスした賃金体系を取ってきま

した。

　最近の大きな変化といえば、それが今度は成果を問う方向に変化してきたとい

う成果主義への流れだと思います。成果主義については、評価の仕方の問題でい

ろいろな議論はあるものの、間違いなく広がっています。何々ができるという潜

在能力で評価するのではなくて、職務とか役割のところで目標を設定して、それ

に対してどの程度の成果が得られたか、それを評価基準にするという動きは間違

いなく広がっていますし、今後の日本企業の中でも１つのウエイトのある評価の

仕方になると思います。

　これはある企業で評価に使われているコンピテンシーです。成果主義で人を評

価するというとき、出来高払いとい

う話ではなくて、それぞれの役割が

あって、その役割の中で何がどれだ

けできているか、その能力をきちん

と評価しよう、ということになりま

した。そこで出てきたのが、企業の

中で使われているコンピテンシーで

す。営業職の何だったらこのレベル
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で、これとこれとこれはこのぐらいのことが使え、これだけのことをしている。

潜在的にそういうことができる能力があるというよりは、既にこれだけのことを

しているという行動特性で表すのがコンピテンシーというものの考え方で、それ

がここでの評価となります。知識があるというだけではなくて、それをどう活用

できているか、その活用レベルでやっている職務の内容、その成果を評価すると

いう考え方です。これが今、企業の中でかなり広がっています。

　企業の中でのコンピテンシーの考え方の広がり、「人がやっていることをきちん

と目に見える形で整理して、必要な能力、やっていることで発揮されている能力

を評価する」、そういうことの延長上に出てきているのが、実は今、若者が社会人

となる入り口で何が必要かという能力評価です。

　少し前に厚生労働省では、「若年者

就業基礎能力支援事業（ＹＥＳプログ

ラム）」を立ち上げました。仕事に就

くにあたって、その入り口では、ど

のような能力が必要なのかを示しそ

れをプログラムにして、どういうこ

とを受講して何ができるかというよ

うな点数付けをする。できたかでき

ないか。そうした評価表をつくっ

て、目に見える形で人の評価をする。例えばアルバイトしかやったことのなかっ

た人たちに、何がどれだけできるかということを評価して、これを推薦書につけ

て応募するようにしよう、そういう動きになっています。

　これは経済産業省の研究会が打ち

出した「社会人基礎力」です。これ

は大学生を想定していますが、ここ

にあげたような力が産業社会の中で

人と一緒に何かやっていくときに必

要な能力で（基本的にはホワイトカ

ラーの仕事だと思いますが）、こう

いう能力を大学と企業が共同して開

発すべきではないかという流れで、
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既にいろいろなプロジェクトが進んでいます。

　これは、文部科学省のホームペー

ジに掲載されていますが、学士課程

に共通の「学士力」を提示していま

す。大学を卒業した人には、これだ

けのことができるというようなもの

にしようということです。知識、理

解はともかくとして、汎用的技能と

されているのはコンピテンシーで

す。コミュニケーション・スキル、

数量的スキル、情報リテラシーな

ど、こうしたものが大学卒業時点で

獲得しているべき能力、そういう表

現をして、目に見える形で職業人と

して必要な能力を整理する、こうい

う動きがコンピテンシーという形で

広がっています。

　ＯＥＣＤやＥＣでのキー・コンピテンシーのお話がありましたが、これともつなが

るものだと思います。能力を顕在的な目に見える形で評価して、それが学校の中

から、そして職業の世界までつながる。そういう１つの流れをつくってきている

のではないかと思います。

３．キャリア教育・ガイダンスへの期待
　今産業界で進んでいることの１つが、どこで能力を身に付けるかという話で

す。日本型雇用慣行の世界は、基本的には能力はオン・ザ・ジョブ・トレーニン

グで、企業の中で訓練される、あるいは企業の中で働きながら仕事の能力を身に

付けていくのが普通でした。ある意味で、仕事の中には、いろいろな能力の素材

が転がっていて、それを一生懸命自分で掘り出していって、そして能力を身に付

けていかなくてはならない、そういった、実は能力が整理されていない世界だっ

たと思います。

　しかし最近、「現在の自分の仕事の能力はどういうことによって向上してきた

か、どのような活動が何割ぐらい寄与していましたか」ということを個人に調査
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したところ、オン・ザ・ジョブ・ト

レーニングで企業の中で仕事をしな

がら身に付けてきたものよりは、オ

フ・ザ・ジョブで、仕事から離れて

身に付けた人のほうが多いという結

果が出ました。オフ・ザ・ジョブは、

企業の研修の部分と、自己啓発で自

分自身で身に付けたものと、だいた

い同じ割合です。また、この研修の

部分は、社内研修か社外研修かを分

けると、これも半分ずつの割合と

なっています。こうして見ると、企

業の中で仕事をしながら身に付けて

いくオン・ザ・ジョブ・トレーニン

グ、あるいは企業が用意した社内研

修、この２つを合わせたものが、職

業能力向上へ寄与する割合は、実は

もう全体の半分以下になってしまっ

ているのではないか。こういうこと

が見えてきました。

　この結果で何が言いたいのかとい

うと、やはり企業の行動が変わって

きた、日本の産業構造が変わってい

るということです。これは、「サービ

ス経済化」「知識基盤社会」といった

キーワードと非常に関係がある思い

ますが、必要とされる能力の質が変

わってきているということです。そ

して、その中でその能力をできるだ

け顕在化して、目に見える形で整理

しようとすると、そのトレーニング

は企業内でやらなくても可能だとい

うことです。オン・ザ・ジョブ・ト
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レーニングの割合は、実は産業に

よって随分違います。知識基盤型の

産業は、オン・ザ・ジョブの比率が

低くなって、オフ・ザ・ジョブの比

率が高くなる、そういう傾向があり

ます。こういう産業構造等の変化を

背景にして、能力の育成の仕方も変

わってきているのではないかという

ことです。

　若い人たちが、学校を卒業して入っていく産業界はかなり変わってきていま

す。そこで自分で必要な能力は目に見える形で整理されてきていますから、その

中の何を、どうやって身に付けていくかを考えなくてはなりません。その身に付

ける機会も、企業の中で、企業が用意したものばかりではない形で、自分で設計

して身に付けることができる能力の機会がどんどん広がっているという状態と

なっているのです。

　最後のまとめになりますが、現在の課題というのは大きく３つあると思いま

す。

　第１は、非正社員の年長フリーター層の話ですが、その人たちに対してどう

やって能力開発の機会を提供して、評価できる形にしていくか。これもキャリア

教育の１つだと思います。生涯にわたるキャリア教育という意味では、この人た

ちに対してどのようなチャンスをつくっていくか、教育としてのこちら側の役割

というのが当然あるのではないかと思います。

　第２は、能力開発の機会だけではなく、キャリアデザインというかガイダンス

機能、その先どう自分で道を切り拓いていくかという方向付けも大切です。これ

は基本的には相談が一番大きな役割になると思いますが、そういう能力の提供が

あります。

　第３に、最終的には自分で進路を選べる能力。それからここに挙げたような幾

つか必要な能力、実際に現在の日本社会で生きるために必要とされる能力、コン

ピテンシーという形で表現された能力を、どうやって身に付けていくか。それは

もう学校時代から始まることですし、お二人の先生方が提案されたようなプロ

ジェクト・ベース学習あるいは総合的学習、そこで身に付けられた能力は、まさ

にそのコンピテンシーそのものです。現代社会が必要としているコンピテン
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シー、これを教育の中にきちんと取り込んでいく。これらが、これからのキャリ

ア教育に必要なことではないかと思います。
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