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経済論叢 (京都大学)第 177巻第 1号,2006年1月

プリ- ｡エ←ジェントの分類 と動向

- 労働者の視点から-

島 垂 顕

Ⅰ は じ め に

2005年度中にフリーターを20万人減少させる｡ これは,2005年 4月11日,厚

生労働省が若者の雇用対策として掲げた数値目標である｡ 同省は各ハロ-ワー

クにフリーター担当の専任職員を置 き,企業の合同選考会やセ ミナ-を開催す

ることによって10万人を正社員化する計画である｡ また, 3ヶ月間の試験雇用

の後に雇用するか否かを決定する ｢トライアル雇用｣,ならびに就職情報の提

供や相談を一括 して行 う ｢ジョブカフェ｣での就職支援によって,さらに10万

人の正社員化を見込んでいる｡

確かに,フリーター数の増加は大 きな社会問題 となっている｡ 硯代,約217

万人のフリーターが存在するが (2003年度)-),たとえばこの間題 を経済的側面

から考察すると,内閣府の 『国民生活白書』 (2003年度)によれば,2001年度

に正社員の85パーセント以上が年収200万円以上,また約60パーセントが年収

300万円以上であったのに対 し,フリーターの場合は年収200万円以上の者が約

40パーセント,年収300万円以上の者はわずか15パーセントほどにすぎない｡

また,年齢 とともに両者の所得格差は広がり,30-34歳の間には正社員の年収

がフリーターの約1.5倍に,45-49歳の頃にはおよそ2倍に拡大する｡ 高齢化

社会に伴って増大する年金 ･医療保険費などを考慮すると,若者のフリーター

1) 厚生労働省の定義による｡『国民生活白書』に載せられた内閣府の定義では417万人 (2001年

度)となっており,厚生労働省の定義よりも広い範囲の人々をフリーターの対象としているO
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化は確かに憂慮すべ き事態である2)0

就労者の能力開発 という面でも大 きな問題が存在する｡正社員の73.6パーセ

ントが専門的な業務を,また89.8パーセントが基幹的な業務を担当 しているの

に対 し,フリーターの場合,前者が10.5パーセント,後者は7.9パーセントに

すぎない｡加えて,2004年度の 『労働経済白書』によれば,過去 3年間に正規

従業員の95パーセントほどが企業による能力開発の対象者となったのに対 し,

非正規雇用者は42パーセントほどであった｡このような状況にあるフリーター

が,職業的な専門知識や能力を向上させるのは困難である｡ そのため,その増

加が日本の国際競争力の弱体化につながるという危悦 も存在する｡

しかし,フリーターを正社員化することばかりに重点をお く政府の目標は本

当に適切なのであろうか｡先述 した 『国民生活自書』は,フリーターを ｢15-

34歳の若年 (ただし,学生と主婦を除 く)のうち,パー ト･アルバイ ト (派遣

等を含む)及び働 く意志のある無職の人｣ と定義 している｡ ところが,この定

義ではフリーターとなる人々の動機や原因を知ることが出来ない｡後に詳細を

論 じるが,ある研究によれば,フリーターとして働 く人々の約 3割が積極的な

理由で,さらに約 4割があえて正社員とならない選択をしているという｡ もち

ろん,条件や状況が変われば,彼 らも正社員として働 くことを望むようになる

かもしれない｡ しかしながら,正社員になりたくてもなれないという消極的な

理由からフリーターとなる人々は,実のところ全体の3割ほどにすぎないとい

う研究報告も存在する｡

加えて,最近ではパラサイ ト･シングルやニー トの増加も新たな社会問題 と

なってきている｡2005年度の内閣府の調査は,合計85万人ものニー トが存在す

ると結論 している｡ 玄田 ･曲沼 [2004]によれば,彼らは働 きたくないのでは

なく,何らかの理由から働 き出すことが出来ない状態にあるため,ニー トに対

2) 加えて,フリーターが急増 し始めた1997年からわずか5年で,生活困窮,債務返済を動機とし

た成人強盗事件の検挙数が約 2倍になっている｡この原因のすべてをフリーターの増加に帰する

わけではないが,まったく無関係ということもないだろう｡
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する雇用支援はフリーターに対するものとは別の仕方で行われる必要があるだ

ろう｡

したがって,フリーターを中心に考え,また彼らを正社員化することばかり

に重点を置 く政府の対策は必ず しも適切なものとは言えない｡ とはいえ,正社

員になることを望まない人々に対 して,政府はどのような雇用対策をとるべ き

なのだろうか｡この問いに答えるためには,企業組織に雇用されない労働形態

に関する知識 と理解,すなわちフリー ･エージェントに関する情報 と分析が必

要となる｡ 本稿は,日本のフリー ｡エージェントの実態を明らかにし,その分

類 と動向の分析を試みるものである｡

II フリー ｡エージェン トに関する先行研究

一言でフリー ･エージェントと言っても,彼らを十把-絡げに扱 うことはで

きない｡フリーターから派遣社員,契約社員,あるいは自営業にいたるまで,

その働 き方は多種多様だからである｡ 本稿では,フリー ･エージェントに関す

る先行研究 として,米国における先駆者である DanielH.PinkとJillA.Fras-

erの研究を土台 とする｡ 加えて,本稿のテーマの一環 として並行する著者の

研究も参照 したい｡同研究は日本のフリー ･エージェントの実態を企業側の視

点から分析 したものである｡ しかし,フリー ･エージェントに関する先行研究

は日米両国においてほとんど存在 しないのが実情である｡ そのため,本稿では

日本のフリー ･エ-ジェントを労働者の視点から分析することから始め,その

分類 と動向の解明を試みたい｡

1 フリー｡エージェントの定義と分類

フリー ･エージェントに関 して,Pink [2001]は厳密な定義をしていない3'｡

3) 元来,フリー ･エージェントという単語は ｢フリーランス｣(Free-lance)と呼ばれてお り,

主 としてジャーナリス トを指す言葉であった (たとえば,Moseley【1926],Rogers[1931上

Noblel1934],Gleesonl1935])o
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しかし,彼は様々な表現を用いてフリー ･エージェントの概念を示唆 している｡

それらを拾い集めていくと,以下の3点に要約することが出来る｡1)大きな

組織を離れて個人的に働 く,2)自分にとって好ましい条件を選択 して働 く,

3)インターネットを活用 して,複数の顧客から仕事を受注する｡ 日本人研究

者である玄田 [2002]も,フリー ｡エージェントに関してこれらの点を強調し

ている｡ こうした点を踏まえて,三島 [2005]は ｢正規雇用者 として組織に所

属することなく,他者による時間的,空間的,対人関係的,また職務内容的な

制限を受けずに,本人の自由裁量に基づいて働 くこと｣とフリー ｡エージェン

トを定義 している4̀'｡

フリー ･エージェント社会がどのような社会を示唆するのかを明らかにする

ことも必要であろう｡ 本稿 と並行する研究において,著者はそれを正社員とフ

リー ･エージェントの双方が共存 し,個々の労働者がどちらの働 き方も自由に

選択することのできる社会であると説明した｡ しかし,さらに理想的な条件を

加えれば,どのようなフリー ･エージェントの形態をとるとしても,各人が経

済的 ･社会的に辛苦することなく生活することのできる社会を示唆 している

(三島 [2005])｡

次に,Pink [2001]が分類 したフリー ･エージェントのタイプに焦点を当

てたい｡彼は,フリー ｡エージェントを以下の3タイプに分類 し,それぞれの

特徴を次のように述べている｡1)｢フリーランス｣｡特売の組織に所属せず,

種々のプロジェクトを渡り歩いて自分のサービスを売る意図的なフリー ･エー

ジェント全体を意味する｡ 彼らは当人の裁量に基づき,プロジェクトごとに行

政機関や企業,あるいは個人などといった顧客と契約 し,その仕事を遂行 して

生活する｡Pinkの主張 として注目するべ き点は,フリーランスをフリー ･

4) この定義が境涯的なものでなく,理念的なものであることは言うまでもない｡また,正規雇用

者との相対性に着日した定義に過ぎないということも強調 したい.というのは,いくらフリー ･

エージェントが自由を養視するからといっても,どのような制限もまったく受けずに働 くことは

不可能に思われるからである｡ しかしながら,正規雇用者と比較 した場合,たとえば複数の派遣

会社に登録 している労働者は,いくつかの条件から職務内容などをより自由に選択できるであろ

うし,フリーターの場合,その選択の幅はさらに広がるであろう｡
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エージェントのもっとも一般的な形態であると位置づけている点である｡2)

｢臨時社員｣｡過度に効率優先の企業ないし派遣会社のために,あるいは当人

の意欲や能力の欠如のために経済的窮境に陥っている,意図 しないフリー ･

エージェントを指す｡彼らの多 くは劣悪な労働条件や保障制度を強いられてお

り,本当は正規雇用 されることを願っている｡3)｢ミニ起業家｣｡個人や少人

数のグループで独立性や柔軟性を維持 しつつ,小規模 ビジネスの長所を活かし

た経営をする組織を意味する｡ 彼らの多 くは,自宅でも使用可能な情報ネット

ワークを利用 してビジネスを展開する｡

2 フリー｡エージェントに関する2つの対照的な見解

こうした分類に基づき,フリー ･エージェント社会に関する2つの対照的な

見解が存在する｡ 一方はフリー ･エージェント社会を肯定的に捉え,他方はそ

れを否定的に扱っている｡

その肯定的な論者が Pinkである｡ 彼の主張 は,特 にフリーランスをフ

リー ･エージェントの主要な形態であると位置づけている点に表れている｡ フ

リーランスは,当人の意志によって積極的にフリーr･エージェント化する｡つ

まり,労働者は安定 した収入をもたらす企業を離れてまでフリーランスになる

のであるか ら,自分の好 む条件の仕事 をすることになる｡ したがって, フ

リー ･エージェントの増加は肯志されるべ きであるというのである｡ 実際,彼

は米国内のフリーランスの数を1,650万人としているのに対 し,臨時社員は約

350万人と控え目に試算 している｡

この主張を支えるため,彼はMaslow [1943]の自己実現の概念を用いてい

る｡ 彼によれば,大 きな組織の中にいては自分の望む仕事を担当することが難

しいため,労働者は自己実現のためにも組織を離れるしかないというのである｡

その際に人々の動機 となるのが,1)意思決定や行動の面で自分の意思や良心

を貫ける ｢自由｣,2)仕事のために個性 を犠牲にすることのない ｢自分 らし

さ｣,3)自分の生活の糧 と評判を賭けて仕事をする ｢責任｣,4)通俗的な成功
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の価値観にこだわらず,自分の好 きな仕事や楽 しい仕事のできる状態を成功と

みなす ｢自分なりの成功｣ という4点であるという｡ もちろん,十分に生活で

きる収入を得 られることが前提であるが, しか しながら,仕事そのものとは別

の目的を達成するためだけに,仕事を手段視するようなことは望まないのであ

る｡ こうして,フリー ｡エージェントは在宅オフィスでインタ-ネットを活崩

しながら仕事をする｡Pinkによれば,ネット内の ｢人脈の量｣を増やすことに

留意 し,そのコミュニティから仕事 を受注 して期限内に責任を果たしさえすれ

ば,あとは自分の ｢好 きな時に,好 きな場所で,好 きな量だけ,好 きな条件で,

好 きな相手 と仕事をすること｣ができるという｡ まさに肯定的な主張である｡

対照的に,Fraser[2001]の主張はフリー ･エージェントの増加を否定的に

捉えている｡ 彼女は,フリー ･エージェントとして仕事をするのに役立つイン

ターネットの進歩が労働者に対 してもつ別の側面について以下の4点を挙げて

いる｡IT技術の進歩は,1)より少人数での労働を可能としたため,いつレイ

オフされてもおかしくない環境をもたらし,労働者を恐怖によって動機づける

ようになった｡こうした人々は,2)仕事量の増加 と給与 ･手苗社の減少 という

会社の一方的な決定に逆らえなくなる｡ こうして,3)職場 と家庭の境界線の

消滅 し,電子メールや携帯電話などによって24時間仕事から逃れられなくなる｡

しかし,どれだけ自己犠牲的に働いても解雇 される者は後を絶たない｡こうし

て,4)非意図的なフリー ･エージェントの増加が生 じることになる｡ こうし

た人々は契約社員や臨時社員などといった身分に変わり,退屈で屈辱的な仕事

をあてがわれ,経済的にも非常に厳 しい状況に追い込まれるという｡ 彼女の主

張は,Pinkのものとまさしく対照的である5)｡

3 問 題 意 識

ここで当然,両者の主張のどちらが正 しいのかという疑問が生じる｡ この間

5) pinkと Fraserの主張がこれほど違 う理由は,その研究背景にある｡詳 しくは 『日本のフ

リー ･エージェントの実態』 (三島 [2005])を参照O



40 (40) 第 177巻 第 1号

題に関して,三島 [2005]は企業側の視点から,日本の現状では Fraserの主

張がより現実に即 していると結論 した｡ しかしながら,Pinkの主張が誤 りで

あると結論するのは尚早であるとも警告 している｡ なぜなら,それは企業側の

視点から見たフリー ･エージェント像に過ぎず,労働者側の視点から見たフ

リー ･エージェント像が必ず しもそれと一致するとは限らないからである｡ し

たがって,まずフリー ･エージェントという働 き方に対する労働者の見解を明

らかにする必要が生じる｡ また,フリー ･エージェントについて企業側 と労働

者側の双方の視点から総合的に把握 し,その分類と動向を解明する必要もある

だろう｡Fraserの主張がフリー ･エージェント社会の部分約 ･一時的なもの

であるか,あるいは全体的 ･恒久的な状態であるかを判断するためである｡そ

うすることは,日本におけるフリー ･エージェント社会の今後を予想 し,有効

な労働政策を打ち立てるのに役立つであろう｡

ⅠⅠⅠ フリー ･エージェン トに対する労働者側の視点

フリー ･エージェントに対する企業側の視点と,労働者側の視点に差異は存

在するのだろうか｡本章では,まず人々の労働に対する意識から考察を始める｡

1 労働者の意識- ｢安定志向｣と ｢やりがい志向｣-

まず,労働者の仕事観について考察 してみたい｡2003年度に内閣府が実施 し

た ｢国民生活に関する世論調査｣によれば,労働者の理想的な仕事観 として

｢収 入が安定 している仕事｣ (50.1%) と ｢自分 に とって楽 しい仕事｣

(48.2%)とが人気を二分 している (2つまで複数回答)｡もちろん,この両方

を選択 した者もいるかもしれないが,同調査はそれぞれの仕事観をもつ年齢層

が異なっていたことを指摘 している｡ 主に,安定性を志向するのは30-50代 と

いった壮年期の男性であり,楽 しみを志向するのは若年層であったという｡ま

た,上述の 2つの項目に続いて ｢自分の専門知識や能力がいかせる仕事｣

(29.1%)に対する評価が 3番目に高かったが,これもまた20-40代 といった
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比較的若い男性に支持 されたと報告 している｡ この点を踏まえ,厚生労働省が

作成 した 『労働経済白書』 (平成16年度版)は,理想の仕事観を ｢安定志向｣

と ｢やりがい志向｣の2つに大別 している｡ 前者が壮年層を中心 とした収入や

雇用の安定を重視するタイプであるのに対 し,後者は若い層を主要な構成員と

する,仕事そのものの楽 しさや能力発揮を重視するタイプである｡

2 フリー･エージェントと安定志向の労働者
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就学のために一時的にフリーターをして働 く人々,あるいはプライベー トな ト

ラブルで離職せざるを得なかった人々によって構成され,全体の33.0パーセン

トを占める｡

こうした研究を考慮に入れるならば,安定志向の労働者がフリーターとなる

ケースは,｢やむをえず型｣ と ｢モラトリアム塑｣の二通 りであると考えられ♪

る｡企業側は専門知識や特殊技能を持たない労働者をリス トラする傾向にある

ため (三島 [2005]),その対象となった安定志向の労働者が再就職できなかっ

た場合,彼らは ｢やむをえず型｣のフリーターとならざるを得ない｡つまり,

企業の経済的要因と労働者の能力不足 とが合い重なって非意図的なフリー ･

エージェントへと追い込 まれるのである｡ しかし,安定志向の者の中には高い

専門的能力を有 しながらも環境に恵まれないため,やむをえず型フリーターと

なる者も幾らかあるだろう｡

加えて,企業の経済合理化を目的として行われるリス トラ,給与や手当ての

減額,新規採用の抑制などは,企業に残留 した労働者の労働負荷を大 きくする

にもかかわらず,彼らの収入は小さくする｡ そのため,労働の対価に見合わな

い賃金,家族 と共に過ごす時間や自由時間の極端な減少,企業や自分の不透明

な将来性のため,次の仕事が決まっていないとしても,差 し当り意図的に退職

する,あるいは意図的に就職を避けるという現象が生じている｡ そうした人々

は ｢モラ トリアム塑｣に含まれる｡ 彼らは正社員であることを望んでいるもの

の,企業内の ｢労働条件の悪化｣や ｢不透明な将来性｣ と ｢自由｣とを天秤に

かけ,極端に前者の方に傾いていると感じる場合,意図的に離職することを選

択するのである (三島 [2005])｡実際,『パー トタイマー白書』 (平成15年度

敬)は,フリーターとして働 く理由として圧倒的に多かったのが ｢都合のよい

時間 (冒)に働 きたい｣(51.9%)であり,次に ｢気楽に働ける｣(31.4%)で

あったと報告 している (複数回答)｡

この点では,さらに興味深い事実がある｡先述 した日本労働研究機構の調査

において,｢やむをえず型｣と ｢モラトリアム型｣フリーターの全体に占める
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割合は72.2パーセントであったOこの数億は,正社員希望のフリーターの割合

を調査 した 『国民生活白書』 (平成15年度版)の数億 とまったく一致 している

のである｡これは,意図的にせよ非意図的にせよ,退職 した安定志向の者はや

はり正社員になることを望んでいるということを意味 している｡

これらのことを考慮すると,やむをえず型のフリータ-は能力不足のため不

可避的に, またモラ トリアム型 フリーターは自由を尊重する仕方でフリー ･

エージェントになると言える｡ もちろん,それらの人々の中にはこの2タイプ

のフリーターだけでなく,契約社員や派遣社員 といった形態でフリー ･エー

ジェント化するケースもあるだろう｡ また,実家に何 らかの資本力を持つ者は,

家業継承 という道を選択するかもしれない｡ しかしながら,いずれの労働形態

をとるにせよ,その多 くは簡単な機械操作やサービス業,あるいは事務的な単

純労働 を担 うフリー ･エージェントとして企業の需要に応えることになるだろ

つ○

3 フリー･エージェントとやりがい志向の労働者

では,やりがい志向のグループについてはどうだろうか｡彼らが企業を離れ

る場合は,Pinkの分類でフリーランスや ミニ起業家 といった範暗に包摂 され

る,意図的なフリー ｡エージェントとなるケースが多いだろう｡ たとえば,そ

うした傾向は起業家たちの間に顕著に見られる｡ 国民生活金融公庫総合研究所

の作成 した 『新規開業白書』 (2004年度版)によれば,実に,彼 らの うちの

86.1パーセントが自発的に退職 し,それから起業 しているのである｡ もちろん,

開業動機もやりがい志向と調和 している｡第 1図を見ると,起業家の開業動機

として際立っているのは ｢仕事の経験 ･知識や資格を生かしたかった｣ という

理由で,全体の29.7パーセントを占める (単独回答)｡こうした傾向は,｢収入

を増やしたかった｣ という動機が8.9パーセントに過ぎないことと比較すると

よりいっそう際立つ｡また補足的な点 として,｢自由に仕事が したかった｣ と

いう動機が全体の17.5パーセントを占めるが,フリー ･エージェントの重視す
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第 1図 起業家の開業動機

仕事の経験･知識や資格を生かしたかった

自由に仕事がしたかった

自分の技術やアイデアを事業化したかった

事業経営という仕事に興味があった

収入を増やしたかった

社会の役に立つ仕事がしたかった

適当な勤め先がなかった

年齢や性別に関係なく仕事がしたかった

趣味や特技を生かしたかった

時間や気持ちにゆとりが欲しかった

その他

0 5 10 15 20 25 30

※最も当てはまるものについての単独解答

資料出所 :国民生活金融公庫総合研究所 〔2004]｡

る価値観のひとつが ｢自由｣であるという点を考慮するとまた興味深い｡

実際,同白書の ｢経営者になってよかったと思いますか｣ という設問に対 し,

起業者の29.0パーセントが ｢非常に思 う｣,55.2パーセントが ｢思 う｣ と回答

しており,全体の84.2パーセントが自分の独立を肯定 している｡ これは,起業

家たちの採算状況 (開業からの平均経過月数が15.0ヶ月の時点)で ｢黒字基

調｣であるのが56.1パーセントに過ぎず,｢赤字基調｣が43.9パーセントも占

めていることを考慮すると驚異的な結果である｡ 確かに,正社員は自己実現の

ために組織 を飛び出す というPinkの主張は,この種の人たちには正 しいと言

えよう｡

では,やりがい志向が若い層を中心 としているという点はどうだろうか｡同

白書の2003年度の調査によると,起業家たちの開業時の年齢が30-34歳のケー

スが全体の18.9パーセント,35-39歳が17.6パーセントであり,30代の開業者

が全体の4割近 くを占めている｡ これに対 し,40代は26.4パーセント,50代は

21.レヤーセント,60歳以上は4.2パーセントに過 ぎない｡ したがって,意図的
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に企業組織を離れて起業するフリー ･エージェントとして,比較的若い層の活

躍が際立っていると言える｡ しかしながら,29歳以下で起業するケースは全体

の11.8パーセントに過ぎない｡なぜ＼だろうか｡

この疑問に対 しては,起業家たちの開業直前の職業に着目することによって

一定の答えを得ることができる｡ 同自書の2003年度の調査は,起業家たちの実

に84.5パーセントが,開業直前までの労働形態が常勤の正規雇用者であったこ

とを明らかにしている｡ これに対 し,パー トタイマー ･アルバイトだったのが

5.9パーセント,派遣社員 ･契約社員ならびに専業主婦がともに1.5パーセント,

その他が6.6.パーセントであるから,正規雇用者の割合が圧倒的に高い｡ピン

クによれば,こうした傾向には根拠がある｡彼はフリー ･エージェントとして

成功するための重要な要因のひとつに ｢人脈の量｣を挙げたが,それを増やす

手段 としてある程度の期間企業に就職するのが望ましい｡なぜなら,その職種

の仕事仲間や顧客と知り合う機会に恵まれるからである｡ そのため,その期間

に築いた人脈の量が多いほど,独立後の仕事受注量ならびに金策が有利になる｡

加えて,事業アイディアの獲得方法に関する別の調査では,｢勤務先での仕事

を通じて｣(38.7%)獲得 したという回答が最多であった (単独回答)｡これは,

起業するための専門知識や技能は,正社員として働 くことで獲得されるケース

が最も多いことを意味 している｡ したがって,やりがい志向の起業家たちが20

代でなく,30代で開業に転じるというのは理にかなっていると言えよう｡

ところで,こうした独立独歩するフリー ･エージェントは全体として増加 し

ているのだろうか｡労働経済学者の久本 [2003]は,自営業主の比率が減少 し

ている点を指摘する｡1970年に20パーセント前後であった比率が,1990年には

15パーセントを下回り,2000年にはほぼ10パーセントにまで落ち込んでいると

いう｡ 自営業の開廃業率もこれに連動 している｡ 一方の開業率であるが,1970

年代にはほぼ一貫 して6パーセント以上で推移 していたのに対 し,90年代前半

には4パーセント前後となっている｡IT関連で起業ブームのあった90年代後

半でさえ,開業率は5パーセント未満であったという｡ 他方,廃業率は着実に
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増加 している｡70年代初頭に4パーセント未満であったのに対 し,90年代後半

には6パーセント超 となっている｡ したがって,専門知識や特殊技能,あるい

は資本力を有 しており,それらの能力を活かしながら独立 して生計を立ててい

くフリー ･エージェントは減少傾向にあると言える｡

最後に,やりがい志向でありながらも本人が専門的な能力を持たないケース

を考慮 したい｡この種の人々は,先述 したフリーターの分類における ｢夢追い

型｣に包含される｡ もし,彼 らが夢 を叶えることができれば,有能なフリー ･

エージェントとして独立 し,経済的に余裕のある仕方で生活することができる

だろう｡ 労働者のこうした傾向は,今 日の資格ブームにおいても見受けられる｡

しか し,精神医学者の香山 [2004]は,夢追い塑フリーターの中には実現可能

性の低い職業に固執 している者 もあると論 じている｡ そのため,いつまでも目

標が実現 しない場合,彼 らは不可避的に ｢やむをえず型｣のフリーターとなる

危険性が高い｡

4 フリー･エージェント予備軍

では,やむをえず型の人々がいつ までも正社員となれない場合はどうなるの

だろうか｡『国民生活白書』 (平成15年度版)は,正規社員を希望する人の離職

期間が長期化するほど,求職活動を諦めて しまうということを報告 している｡

たとえば,再就職者のうち離職期間が1年以内の者が68.0パーセントであるの

に対 し,離職期間が 1-3年の者は26.5パーセント, 3年以上の者になるとわ

ずか5.5パーセントしかいない｡ したがって,やむをえず塑フリーターとして

働 く期間が長 くなるほど,最近新たな社会問題 となっているニー トやパラサイ

ト･シングルといった層に転 じる恐れが高 まる｡

労働経済学者である玄田 ･曲沼 [2004]によれば,ニー トとは ｢進学準備 も

求職活動 もしておらず,ケガや病気で療養 ･休養中のわけでもなく,『特にな

にもしてない』｣人々である｡ 労働政策研究者の小杉 [2005]はこの概念を年

齢的に限定 し,日本型ニー トを ｢15-34歳の非労働力 (仕事をしていない し,
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また,失業者 として求職活動をしていない)のうち,主に通学でも,主に家事

でもない者｣と定義 している｡また,家族社会学者の山田 [2004]によれば,

パラサイ ト･シングルとは ｢親に基本的生活を依存 しながら,リッチに生活を

楽 しむ独身者｣である｡2005年度の内閣府の 『若年無業者に関する調査』 (中

間報告)によれば,学生でなく配偶者もいない15-34歳の者で,就職を希望 し

ながら就職活動をしていない ｢非求職型｣の無業者が43万人,さらに就職希望

すら表明 してない ｢非希望型｣が42万人存在する｡ つまり,合計85万人もの

ニー トが存在するのである｡

この種の人々に共通する特徴 として,玄田 ･曲沼 [2004]は ｢孤立 した人間

関係｣,｢自分に対する自信の欠如｣,｢中学 ･高校時代からの状況の継続｣を挙

げている｡そのため,彼らは就労や自分自身の将来性に関して希望を持つこと

ができない｡こうなるともはや会社の将来性以前の問題である｡ こうして,読

労できない人々は他の人々 (主に両親)に生活を依存することになる｡ 彼らは,

自分たちの生活を支えて くれる人が健在なかぎり安穏 と生活 していけるかもし

れない｡ しかし,何 らかの理由で援助を打ち切られたなら否応無 しに働かざる

を得なくなる6)｡その場合,彼らは再びやむをえず型フリーターになるだろう7)｡

したがって,ニー トやパラサイト･シングルはフリー ･エージェント予備軍と

位置づけることができる｡

5 フリ-･エージェントの分類

さて,ここまで労働者がフリー ･エージェントとなる条件について考察 して

きたが,ここではその明確な分類を試みたい｡安定志向の者が正社員になれる

か否かを左右 したもの,ならびにやりがい志向の者が十分に自活 したフリー ･

エージェントとなれるか否かを左右 したものは共通 していた｡すなわち,｢能

6) どんなに遅 くとも,両親が亡 くなった後,彼らは再び労働市場に戻って来ざるを得ない｡

7) 職業上の専門知識や技能を有しながらも環境の不遇さゆえに予備軍となった者が再び労働市場

に参入する場合,彼らは不可避型となるだろう｡というのは,彼らの働 くこと自体に関する能力

はもちろんのこと,対人関係における対応能力も著しく欠いていることが予測されるためである
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第 2回 フリー ･エージェントの分類

項目分類型能力 意図 対 象多 少 也円 罪 安 定 志 向 やりがい志向

独立独歩型 ○ ○ 家業継承者,等 起業家,高度専門職,等

環境不遇型 (⊃ ○ 大学院卒 .高度な資格 を有する非正規社員,等

自由尊重型 ○∃○ 派遣 .契約社員,モラ ト 派遣 .契約社員,夢追いリアル型フリーター,等 型フリーター,等

不 可 避 型 ○∃ ○ 派遣 一契約社員,やむをえず型フリーター,等

資料出所 :著者作成｡

力｣である｡ 本稿では,これを ｢十分に自活可能な経済的収入をもたらす専門

的な知識や技能,または資本力,あるいはその両方を有すること｣とする｡加

えて,フリー ･エージェントとなることを自己選択 した者がいれば,強制的に

そうさせられた者もいることを考慮すると,｢意図｣という要因も見過ごせな

い｡この2つの基準からフリー ･エージェントを以下の4類型に分類すること

ができる (第2回)｡

･｢独立独歩塑｣｡専門知識 ･技能といった能力があり,意図的にフリー ･

エージェントを選択 したケース｡ やりがい志向の者が多いと思われる｡ し

かし,専門知識を持たない安定志向の者でも,何らかの資本能力を持つな

らば独立できる｡

｡｢環境不遇型｣｡能力があるものの,正規社員となる機会に恵まれなかった

ため,非意図的にフリー ･エージェントとなったケース｡ 安定志向の者が

多いと思われる｡

･｢自由尊重型｣｡能力不足であるが,意図的にフリー ･エージェントを選択

したケース. 能力を身につけて独立独歩型を目指すやりがい志向の者と,

正社員を希望 しながらも労働条件や将来性の悪化のため,意図的にフ
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リー ･エージェントを選択 した安定志向の者 とがある｡

｡｢不可避塑｣｡能力不足かつ非意図的なフリー ･エージェント｡正社員を希

望する安定志向の者が多いと思われる｡

6 フリー･エージェントのダイナミズム

次に,フリー ｡エージェントの流動性について考慮 したい｡様々な働 き方を

するフリー ･エージェントが個々に遊動 しているとはいえ,上述の分類に基づ

いて考察するとき,そのダイナ ミズムにはある程度の法則性が見られるからで

ある｡ ここでは,フリー ･エージェントの各分類型に ｢新卒者｣ と ｢正社員｣

を加えて考察する (第3回)｡

学業を修了 した新卒者が,そのまま ｢独立独歩型｣のフリー ･エージェント

となるケースはそれほど多 くない｡フリー ･エージェントとして生活 していく

ためには十分な量の仕事を受注 しなければならないが,そのためには ｢人脈の

量｣が必要であり,それは一定期間企業に勤めることで得られることが多いか

らである｡それゆえ,一度正社員を経験 してからというのが ｢独立独歩型｣の

主流であろう｡ しかし,新卒者の中には有能であっても正社員になれず,不遇

をかこつ者もあるだろう｡ こうした人々は ｢環境不遇型｣のフリー ･エージェ

ントとなり,正社員 となる機会に虎視耽々とする一方で,求職期間が長期化す

ると働 く気力を失い ｢予備軍｣に転落する可能性が高まる｡ また,新卒者や正

社員であっても企業の労働条件や先行 きを懸念 してあえて自由な働 き方を選択

する者,あるいは夢を実現 させるためにフリー ･エージェントとして働 くこと

を選択する ｢自由尊重型｣も多い｡彼らのうち特殊な専門能力を身につけ,機

会に恵まれた者は ｢独立独歩型｣のフリー･エージェントになれるかもしれな

い｡ しかし,夢が実現 しなかった者,あるいは不安定な生活に不安を覚えて再

び正社員になることを希望するようになる者は ｢不可避型｣に転 じることにな

る｡ この ｢不可避型｣には,能力不足のため非意図的にフリー ･エージェント

化 した多 くの新卒者やリス トラ組も包含される｡これら正社員を切望する人々
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第 3図 フリー ･エー ジェントのダイナ ミズム

l:予備軍 汁.･･-･----:l-A_______
資料出所 :著者作成｡

は,失職期間が長期化するほど就労も求職もしない ｢予備軍｣に転落する可能

性が高まる｡ そうなると,再び ｢不可避型｣のフリー ･エージェントに戻るの

に長いブランクが生じるかもしれない｡

7 結 論

上述 してきた事柄から,日本におけるフリー ･エージェント社会の到来に関

して,労働者側の視点から以下の5つの点を要約することができる｡ すなわち,

日本では,1)生活の安定する正社員を望む ｢安定志向｣の壮年労働者層 と,

働 きがいを求める ｢やりがい志向｣の若年労働者層 とに二分される,2)｢やり

がい志向｣であっても独立独歩できる者は減少しているが,自己実現を目指 し

てフリー ･エージェント化する者は増加 している,3)フリー ･エージェント

は労働者の ｢能力｣ と ｢意図｣という尺度から4タイプに分類され得る,4)

ニー トやパラサイト･シングルはフリー ･エージェントの予備軍として位置づ

け得る,5)新卒者,正社員,各タイプのフリー ･エージェントの動向には一

定の法則性がある｡

このように,若年層を中心とした労働者は正社員志向から離れてきており,

フリー ･エージェントの価値観に沿った自己実現を追及する生き方を選択する
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ようになってきている｡ これは企業側の視点から見たフリー ･エージェント像

とは異なるものであると同時に,Pinkの主張を肯定するものでもある｡今後,

安定志向の壮年層が引退 してい くことを考慮すると,自己実現 を求めてフ

リー ･エージェント化する労働者が増加 していくと予想できる｡ しかし,それ

は部分的な現象である事に留意 しなければならない｡実際,安定志向であるに

もかかわらず,企業の合理化と当人の能力不足から,単純労働を担うフリー ･

エージェントとして働 くことを余儀なくされている労働者もあるからである｡

企業側の視点から見る限り,その種の需要がますます増大 していくことが予想

されている｡

しかしながら,意図的であれ非意図的であれフリー ･エージェント数の増加

は避けがたい現実であり,視点を変えれば,それは労働条件を改善するための

好材料 ともなりうる｡ 確かに,乏 しい収入や保障を強いられる非意図的なフ

リー ･エージェントにとって,それは喜ばしい社会ではないに違いない｡ しか

しながら,時系列的に見ればそれは一時的な現象であるように思われる｡ 社会

や労働者が疲弊すれば,政府は歳入のためにも対策をとらざるを得なくなり,

そうなれば労働者の自己実現を支援する動 きも増えるだろうからである｡ 実際,

フリーターの増加に対 して厚生労働省は行動を取 り始めている｡ そうした対策

の一環として,独立独歩型を目指す者に対する有効な政策も模索されていくだ

ろう｡ もちろん,にわかに,また全面的に蕎夜色の社会が到来するという見方

は間違いである｡Pink型か Fraser型かの二元論は現実的でなく,今後も多か

れ少なかれ両方の側面を有するフリー ･エージェント社会が到来することは言

うまでもない｡ したがって,本稿の問題に対 して次のように結論することがで

きる｡ 当世の日本はフリー ･エージェント社会の到来する過渡期にあり,まず

初期段階として Fraser色が強 くなり,その後,漸進的に Pinkの言及するよ

うな社会に近づいていく｡



52 (52) 第 177巻 第 1号

ⅠⅤ む す び に

現在,非正規雇用者として働 く人々が増え続けている｡ 冒頭でも触れたよう

に,とりわけフリーターの急増が目立つ｡戟後,企業の盛隆を支えた日本的経

営の機能が鈍化 し,終身雇用がもはや絶対的でなくなったことがひとつの要因

だろう｡ また,経済のグローバ)I,化によって激 しい競争にさらされるようにな

り,シビアなコス ト･ダウンが求められるようになったためでもあるだろう｡

そのため,職業に対する専門的な知識や技能を持たない労働者は正社員として

働 くことが難 しくなっている｡ こうした状況下で不可避塑フリー ･エージェン

トが増加 し,かつては正社員が担当 していた事務や簡単な作業 ･サービスに従

事するようになっている｡ この種の需要は,能力がありながら就職機会に恵ま

れなかった環境不遇型によっても支えられている｡

しかし,最近では意図的にフリー ･エージェントという働 き方を選択する者

も増加 している｡ 有意義な仕事 を求めるやりがい志向の労働者のうち,十分な

能力を持つ者は独立独歩型 として生計を立て,そうでない者は自由尊重型 とし

て働いている｡ 後者には,本当は正社員であることを願いながらも,労働条件

や将来性の悪化を理由にあえてフリー ･エージェント化 した安定志向の者も含

まれている｡ このように,一口にフリー ･エージェントと言っても主に4類型

に分類され得るのである｡

したがって,フリーターを正社員化することに主眼をおく厚生労働省の雇用

対策は,必ず しも的を射たものとは言えない｡確かに,この政策は環境不遇型

や不可避型のフリーターには効果的かもしれない｡ しかし,不可避型の者が職

業的な専門知識や技能を欠いて再就職 したとしても旧の木阿弥になりかねない｡

そのため,彼らには再就職を斡旋する前に,何 らかの職業訓練を施すことが必

要だろう｡ 同様の制度は,自由尊重型フリー ･エージェントのうち,やりがい

志向の者にも有効かもしれない｡また,彼らが独立できる十分な能力を身につ

けたなら,今度は独歩できる量の仕事を受注できるように業者を紹介する必要
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もあるだろう｡ さらに,単純作業を中心 としたフリー ･エージェントに対する

企業の需要を高度専門職などにも拡大するように,税制や法律面での整備も可

能であろう｡ それが実現すれば独立独歩型になる者が増加 し,逆に失業者は減

少するに違いない｡加えて,正社員のフリーター化を防ぎたいのであれば,安

定志向の正社員が自由尊重型 とならないため,企業側に労働条件の改善を働 き

かけることもできる｡ フリー ･エージェントの予備軍に対 しては,彼 らが働 き

始めるための環境 を整備することにより,まず不可避型に移行 してもらわなけ

ればならない｡このように,正社員を望むとしても,フリー ｡エージェントを

望むとしても,あるいは予備軍であるとしても各タイプによって異なった労働

政策が必要 となるのである｡ そうした対策を実施することにより,Fraserの

主張するような状況を回避すると同時に,Pinkの言及する社会に近づけるこ

とができるだろう｡ しかしながら,本稿は日本のフリー ･エージェントに関す

る初期的な研究にすぎない｡ したがって,到来 しつつあるフリー ｡エージェン

ト社会を混乱 と絶望に満ちたものとしないため,今後もこの分野における研究

を深めていく必要があるだろう｡
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