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１．はじめに

(1) 研究の目的
自発性や自律性に基づく成人の学習活動は、雇用形態、学歴、収入、性別で偏 

った分布となることは、海外の調査ではかねてから指摘されてきたことである。

たとえば、OECD（経済協力開発機構）の調査では、学習活動から疎外されてい
る者の属性として、無職の若者・学校中退者、農村人口の一部、移民、高齢者、

都市の貧困層、低学歴の失業者や不完全雇用者、未熟練・半熟練労働者、在宅の

母親の一部や社会経済的低階層の女性、居住地で使用される言語が不自由な者な

どが特定されている１）。また、米国では、ジョンストーン(Johnstone,J.W.C., 

et al.)らが1962年に17歳から24歳の成人を対象に教育・学習と雇用の経験につい
て実施した先駆的調査により、成人になって学習を行っている者の特徴として、40

歳以下、高等教育以上の学歴、平均以上の収入、フルタイム、ホワイトカラー職、

既婚か子どもがいる者、郊外、特に西海岸の都市部に居住者との属性が明らかにさ

れている２）。その後も米国では同様の調査が実施されているが、成人の教育参加

の傾向は、ジョンストーンらの調査が指摘したものと本質的には変わらないとさ

れる３）。このように、属性による学習活動の分布の偏りの傾向は同じであって

も、その学習活動は、人口動態や経済状況などの社会的変化が圧力となって需要が

喚起されると言われる４）。

この点について、我が国の状況を見てみたい。従来、我が国の生涯学習の特徴

としては、専業主婦やパートの女性と高齢者の男性が中心の教養・趣味・娯楽と

いう非職業的な分野に偏っており、職業的な学習は主に企業内教育により行われ

ていること、そしてその中でも高学歴の男性で大企業の正規雇用者が教育訓練や

自己啓発などの学習機会に恵まれていることなどが指摘されてきた５）。しかし、

【要旨】 

成人の学習意欲、学習スキル、学習支援ニーズの分布、学習動機や学習障壁の

偏在を明らかにするため、マーケティングで用いられるセグメントの手法を援用

し、雇用形態別にデータ数を操作的に割当、データを取得・分析した。結果、正

規雇用者は学習意欲、学習スキルがあり、学習動機も明確で自発的・自律的に学

習を実施していること、非正規雇用者は学習動機が曖昧で学習目的の特定化が必

要であり、学習障壁の種類も多く具体的支援が求められること、また、無業等の

者で特に30～40代の男性は学習意欲や学習スキルが低く、学習支援ニーズも意識

化できず意欲もないため、複合的支援が必要であることが明らかになった。本稿

では、これらの雇用形態別の特徴に即し、成人の学習活動への支援や環境整備の

必要性を提示する。 
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(2) 研究方法
調査は、調査会社に調査票を委託し、インターネットにより実施した。

インターネット調査は、登録したモニターを対象とするためサンプリング・バ

イアスが生じるとの批判がある。しかし、成人を対象にした調査では、通常ラン

ダム・サンプリングによる回収率は低く、郵送調査にあっても代表性は万全では

ないため、インターネット調査でのモニターが大きく偏っているとは断言できな

い８）。また、モニター登録時の基礎データにより、学歴収入などの従来の調査で

取得が難しい個人データも併せて取得できる利点がある。

データ設計にあっては、総数を2,000から3,000と想定し、分析に耐えるよう各
セルのサンプル数を50とし、セグメントとなる属性を性別、年代、雇用形態の三
つに限定した。調査年齢は、30歳から69歳までの男女とし、年齢を８区分（①30
代前半、②30代後半、③40代前半、④40代後半、⑤50代前半、⑥50代後半、⑦
60代前半、⑧60代後半 )、性別を２区分（①男性、②女性）、雇用形態を３区分
（①正規雇用、②非正規雇用、③無業等（専業主婦（夫）・無職（求職中でな

い）・無職（求職中）・退職者））の48セル（年齢８区分×性別２区分×雇用形態
３区分）とし、各セルのデータは50とし、表１の（ ）のとおり、セルごとのデ

ータ数を指定した（総数2,400人）。
調査期間は、セグメントした属性に基づく事前調査としてのスクリーニング調

査が2019年9月6日～9月9日、本調査は2019年9月13日～9月19日である。  

雇用形態別セグメントに基づく成人の学習活動の特徴（岩崎久美子）

1980年代以降、その状況に変化がみられる。第一の変化は、女性の労働力率の上
昇である。夫婦共に雇用者である「共働き世帯」が増加、1997年以降には男性雇
用者と無業の妻からなる世帯数を上回るようになった６）。また、第二の変化は、

経済の国際競争の激化から、転職などの労働移動を前提とした制度への移行、非

正規雇用の増加などを背景に、終身雇用制に基づいた企業内教育での職業訓練・

再訓練や自己啓発の状況が維持されなくなったことである。職業的な学習では、

かつての男性中心で企業主導のものから、男女を問わず、個人による自己啓発や

エンプロイアビリティ形成へと重点がシフトし、その証左に民間企業における１

人当たり教育訓練費は1990年代以降漸減傾向にある７）。社会人の「学び直し」な

どの施策が表面化するのは、企業内教育では職業人の訓練や自己啓発が充足で

きず、個人に対する学習環境整備が社会的課題になっている一つの表れであろ

う。一方、学習活動を個人に委ねることで、知識によって経済的利益が創出さ

れるとする知識基盤社会にあって、学習する者としない者との格差は一層拡大し、

個人の経済状況や生活の質に大きく影響していると推察される。

本研究では、このような問題関心から、雇用形態に焦点をあて、操作的に性別、

年代別とともに同数のデータを取得することで、ランダム・サンプリングでは見

落とされがちな非正規雇用や無業等などのデータを厚く取得し、雇用形態別の学

習意欲、学習スキルや学習支援ニーズ、及び学習動機と学習障壁の回答の分布の

実態把握を試み、雇用形態別の学習活動の特徴や支援について検討する。
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表１ 調査対象のセグメント

属性ごとにセグメントした48のセルに対し、回答者数が割当数を超えた段階で
終了としたため、データ数は指定の2,400人を超えた2,606人となっている。  

２．学習の学習意欲・学習スキル・学習支援の分布

調査票における質問項目は、学習に関する意識・意向、学習実態、学習の目

的、学習の阻害要因、関心のある学習、など幅広く聞くものであったが、ここで

は、その中の学習に関する意識・意向のうち、「自分から学ぶ意欲がある」（学

習意欲）、「ひとりで計画的に学ぶことができる」（学習スキル）、また「学習

について相談する人や機関が必要である」（学習支援ニーズ）の三つの項目に焦

点をあてる。

「自分から学ぶ意欲がある」との項目は、内発的動機づけにも関連した意欲を

聞くものであり、学習意欲の指標とする。「ひとりで計画的に学ぶことができる」

との項目は、ノールズ（Knowles, M.S.）による「学習者は成熟するにつれて
徐々に自己決定的になっていく」９）との成人学習者に関する仮説の一つに由来す

る。この項目は、自己決定（主導）的（self-directed）な資質・能力を問うもの
であり、後天的に獲得できる資質と考えられるため、能力という言葉を用いず、

学習スキルと呼称することにした。また、「学習について相談する人や機関が必

要である」との項目は、外部の支援ニーズの有無を明らかにするものとして、学

習支援ニーズの指標とした。結果は、表２のとおりである。

(1) 性別、年代、雇用形態の平均値の差
①学習意欲

雇用形態別の学習意欲（「自分から学ぶ意欲がある」）の結果は、正規雇用者、

非正規雇用者、無業等の順である。性別では、女性の方が男性より高く、年齢で

は、65－69歳が最も高く35－39歳が最も低い。性別、年齢、雇用形態の平均値は、

いずれも0.1％水準で統計的有意差があった。  
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②学習スキル

雇用形態別の学習スキル（「ひとりで計画的に学ぶことができる」）の結果は、

正規雇用者、無業等、非正規雇用者の順である。性別では、女性が男性よりも高

く、年齢では、65－69歳が最も高く35－39歳が最も低い。性別では５％、年齢、
雇用形態では0.1％水準で統計的有意差があった。  
なお、「自分から学ぶ意欲がある」（学習意欲）と「ひとりで計画的に学ぶこ

とができる」（学習スキル）との間には正の相関（ r＝ .561, ***p<.001）が認め
られ、回答も同様の傾向を示している。

③学習支援ニーズ

雇用形態の学習支援ニーズ（「学習について相談する人や機関が必要である」）

の結果は、正規雇用者と非正規雇用者がほぼ同じ値で、無業等が低くなっている。

性別では、女性の方が男性より学習支援ニーズが高かった。性別では0.1％水準、
雇用形態では５％水準で平均値に統計的有意差が認められたが、年齢には有意差

はなかった。

なお、学習スキルと学習支援ニーズ（r＝ .227, ***p<.001）、学習意欲と学習
支援ニーズ（r＝.387, ***p<.001）との間には弱い正の相関が認められた。  

表２ 学習意欲・学習スキルの分布

(2) セグメント別平均値高位群と低位群
次に、性別、年齢、雇用形態別の詳細をみるため、セグメントによる48のセル

のうち、学習意欲、学習スキル、学習支援ニーズの高位群と低位群をそれぞれ５

番目まで摘記し、詳細を見たのが表３である。

「学習意欲」での高位群は、正規雇用の女性の50代と60代後半、正規雇用の男

雇用形態別セグメントに基づく成人の学習活動の特徴（岩崎久美子）
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性60代後半、非正規雇用の女性60代後半であり、一方、低位群は、無業等の男性
の30代から40代前半と50代後半、非正規雇用の男性50代後半である。このことか
ら、中年期以降の正規雇用でない男性の学習意欲が低いことがわかる。

「学習スキル」の高位群は、正規雇用の女性、男性ともに60代後半、正規雇用
の女性の50代、無業等の女性の50代後半である。低位群は、無業等の男性の30代
と40代、非正規雇用の男性の50代後半と女性の30代後半である。年齢の比較的高
い正規雇用者で学習スキルが高く、中年期の無業等や非正規雇用者の平均値が低

く教育訓練等が必要な層を示唆する結果である。

「学習支援ニーズ」の高位群は、無業等の女性の30代、正規雇用の女性の40代
前半、非正規雇用の女性の60代前半と男性の30代前半であり、30代の無業等の学
習ニーズが高いことがわかる。一方、低位群では、無業等の男性の30代前半、女
性の50代前半、男性の50代後半から60代前半、正規雇用の男性50代後半である。
男性の50代後半の正規雇用者は、独学や自己学習により支援がなくても自律的に
学習を行うため学習支援ニーズが低いとも想定されるが、定年前の無気力の層で

ある可能性もある。

 以上のとおり、総じて、学習意欲、学習スキル、学習支援ニーズの低位群で目

につくのは、30代の男性・無業等の者のセグメントである。  

表３ 学習意欲・学習スキル・学習支援ニーズの高位群と低位群のセグメント

３．学習動機

 次に、学習動機を従属変数とし、雇用形態を独立変数とし、全体の平均値を見

た。表４は、学習の動機項目を全体の平均値の高い順に表示したものである。

(1) 雇用形態別
フール（Houle, C.O.）は、成人の学習動機について、目的を達成する手段とし

て学習する「目標志向」、人との交流のために学習する「活動志向」、知識自体

自由研究論文

17



の獲得を求める「学習志向」の三つに分類している10）。この三つの分類を踏まえ、

質問項目を構造化し作成、雇用形態別に分析を行った結果が表４である。

雇用形態別で有意差のある９項目のうち、三つの雇用形態の中で平均値が一番

高いものを見ると、正規雇用者は、新しい知識やノウハウ・技術獲得、公的資格

取得、職業上の課題解決、昇進や転職といった職業的な展開に関わる項目が高い。

これらは、目標志向といえる内容であり、その目的は具体的かつ明確である。対

照的に、非正規雇用者では、教養を深める、今後の人生を有意義にする、といっ

た漠然とした抽象的な目的が高くなっている。このような抽象的な目的の場合、

学習動機はあっても、学習行動に至るには、具体的内容、方法、学習目標を設定

するための外部の支援が必要と推測される。

表４ 雇用形態別  学習動機

一方、無業等の者は、自分の興味・関心、時間の有効活用、特になし、という

項目が高い。無業等には、専業主婦（夫）・無職（求職中）・無職（求職中でな

い）・退職者が含まれていることから、自分の興味・関心、時間の有効活用との

回答には、退職者等の特性が反映している可能性もある。この結果を勘案すると

無職等では、求職中の者と求職中ではない者との間では明らかに異なる傾向が推

雇用形態別セグメントに基づく成人の学習活動の特徴（岩崎久美子）
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測され、より精緻な分析が求められる。また、「特になし」は、全体での平均

値において６番目に高い項目であるのだが、学習する動機がないとの回答には、

学習に対する目的や目標のなさ、学習への関心の低さ、学習活動への忌避、学

習の重要性を意識化しない状況など多様な内容が含まれる可能性もある。

学習動機のうち、「特になし」を除く21項目（「その他」を含む）を足し挙げ、

学習動機の多寡について、その合計で雇用形態別に平均の差異を見たところ、

５％水準で有意差が認められた（正規雇用＝非正規雇用2.88＞無業等2.57）。学
習目的数の多さが、一概に学習意欲とは捉えられないものの、無業等が動機の数

が少ないことがわかる。

(2) 学習動機の「特になし」群
学習動機で、「特になし」との回

答が多いセグメントを確認したとこ

ろ、表５のとおりである。

無業等の男性30代から40代、非正
規雇用者の男性40代前半の平均値が
高くなっている。このことは、これ

らの層で学習活動への動機が欠如し

ていることを表す結果である。

４．学習障壁

ダーケンウォルト（Darkenwald, G.G.）とヴァレンタイン（Valentinen, T.）
は、成人の学習障壁として、個人的事情（子どもの世話、健康など）、自信の欠

如、費用、時間の制限、講座への関心の欠如、優先度の低さなどの要因を挙げて

いる11）。これらの先行研究の結果を踏まえ、学習の障壁の質問項目を作成し、回

答を求めた結果が表６である。

(1) 雇用形態別
雇用形態別で有意差のある11項目のうち、三つの雇用形態の中で平均値が一番

高いものを見ると、正規雇用者では、時間がない、通える時間に学習できる場所

がない、など学習に対する時間や場所などの物理的制約に関わる項目の平均値が

高い。非正規雇用者では、費用がかかる、学習が続かない、学習する自信がない、

などの費用に関する項目と心理的障壁に関する項目の平均値が高い。無業等では、

何を学んでよいかわからない、学習する自信がない、相談する人がいない、子

どもや親等の家族の世話をしてくれる人がいない、などの学習相談を求める内

容や家族の世話からの解放を必要とする項目や、健康でない、あるいは、特に

なし、特に学習する必要性に迫られない、といった回答も多い。無業等に、特

になし、特に学習する必要性に迫られない、といった回答が多い理由では、学

習障壁がなく自発的学習を行っている者が一定数いると考えられるが、学習す

る意義を意識化できない者や、学習活動を肯定しない者の回答とも解釈できる。

さらに、学習障壁のうち「特になし」を除く20項目（「その他」を含む）を足

表５「特になし」の平均値が高いセグメント 
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し挙げ、学習障壁の多寡について雇用形態別に平均の差異を見たところ、５％水

準で有意差が認められ、非正規雇用者の平均値が高かった（非正規雇用2.33＞無
業等2.14＞正規雇用2.02）。このことから、非正規雇用者が学習障壁を多く抱え
ていることから、具体的な支援ニーズが高く支援が可能な層と考えられる。

表６ 雇用形態別  学習の障壁

(2) 学習障壁の「特になし」群
障壁について、「特になし」の平均値が高いセグメントを見ると、表７のとお

りである。平均値が高い中で、無業等の男性の30代後半、40代後半から50代前半
と60代前半は、学習に無関心で無意
欲の層と推察される。

一方、正規雇用の男性60代後半の
者での平均値が高い理由は、自発的、

自律的に学習を実施でき、文字通り、

学習に際しての障壁がない層とも推

察される。このような回答が「特

になし」として想定される中で、

無業等の「特になし」の実態につい

ては精査が必要であろう。

表７「特になし」の平均値が高いセグメント
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５．おわりに

本研究では、成人学習者の特性、学習動機・障壁が雇用形態別に偏在すること

を明らかにするために、セグメントごとに学習意欲、学習スキル、学習支援ニー

ズに関する回答の分布、及び学習動機と学習障壁の検証を行った。

正規雇用者では、新しい知識やノウハウ・技術獲得、公的資格取得、職業上の

課題解決のためなど、学習動機が具体的、かつ明確である。学習支援ニーズは低

く、自発的・自律的に学習を行う傾向がある。一方で学習の障壁として回答の平

均値が高いものは、時間がない、通える時間に学習できる場所がない、などであ

る。これらへの対応としては、オンラインによる学習機会の充実や、政府で検討

されている長期教育訓練休暇制度の導入が挙げられる。

非正規雇用者では、学習動機が、教養を深めるため、今後の人生を有意義にす

るため、などと曖昧で漠然としており、学習目的や目標の具体化や明確化が必要

であろう。また、非正規雇用者では学習障壁とされる項目を多く挙げる傾向があ

ることから、さまざまな学習障壁を有していることが推察され、学習支援ニーズ

が高い層であることがわかる。非正規雇用者に多い「費用がかかる」という学習

障壁の点では、政策的に教育訓練給付金の充実・拡充も図られており、情報の周

知が必要であろう。また、相談する人がいない、何を学んでよいかわからない、

という点に関しては、学習デザインへの助言やコーディネートを行う制度の整備

や専門職人材の充実が挙げられる。キャリア設計には学習活動が付随するとされ

ることから、長寿化社会の現在、成人に対する学習相談は、個人のキャリア設計

の支援の観点からも重要性が増していると思われる。

無業等の者では、学習する自信がない、学習が続かない、という課題が挙がっ

ており、これらの課題を抱える層には心理カウンセリングに類似したきめ細かな

支援が肝要となる。たとえば、学習者と相談者との間で学習計画を進める手段と

して「学習契約」（ learning contract）12  ）などの欧米で用いられている成人学

習支援の技法を取り入れることも有効と思われる。

内閣府の『平成30年度年次経済財政報告』によれば、自己啓発を行った者とそ
うでない者の年収差は、１年後には有意差はみられないが、２年後では約10万円、

３年後では約16万円と、その効果はある程度のラグを伴なって表れることが明ら
かにされている13）。学習意欲や学習スキルと世帯年収には関係があり、学習に対

する肯定的意識・意向のある者とそうでない者との間に生活の質に差異があると

推測される。特に、30から40代の無業等の者で、学習の動機づけがなく、学習意
欲も乏しい場合、生活の質も低いことが推測されるため、働き、生きていく意欲

を喚起する複合的アプローチが求められる場合もあろう。

成人の学習活動は個人の自発性に基づくもので、政策の役割は自由な学習者の

学習機会の保障、あるいは学習の便宜を図ることに限定され14）、私事の領域とさ

れる。しかし、長寿化の中で、学校や大学などの初期教育を終了した以降の時

間は長くなり、学習をする者としない者の差が学習を介して雇用状況や収入とな

どの社会的格差となって拡大していくとすれば、社会的に不利益を被る場合、社

会福祉的観点から積極的支援が必要と思われる。また、個人で学習を計画、実施

自由研究論文

21



できない場合には、学習のデザイン、学習の場や方法のコーディネートや心理的

支援も行う専門的人材も望まれる。

生涯学習政策では、学校教育、社会教育、企業内教育などの個別の教育機会の

拡充整備ではなく、教育訓練活動を総合、調整する総合教育政策が求められると

いわれる15）。本研究は、成人の学習実態の一部を確認し、生涯学習の基礎データ

を提出する試みに留まる。そのため、今後は、OECDによる国際成人力調査
（PIAAC）など全国レベルでの調査により、成人の学習活動の実態が明らかにさ
れ、総合的政策として必要な支援が拡充されることが期待されるのである。
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