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1．学び直し＝リカレント教育の
機運の再度の高まり　▼

　近年、社会人の「学び直し」は、文教行政は

もとより、政府全体に渡る広い政策的議論を引

き起こしている。例えば内閣総理大臣を議長と

する「人生100年時代構想会議」は、2018年の

「人づくり革命 基本構想」においてリカレント

教育を、年齢を問わない学び直し、職場復帰、

転職を可能にするものとして章単位で取り上げ

ている。同様の動きは労働行政でも進んでいる。

2018年9月5日の労働政策審議会労働政策基本

部会の報告書には「個々人が人生の節目で（略）

新たなステージで求められる能力・スキルを身

につけることが重要」、「職業人生が長期化する

中、何歳になっても、誰にでも学び直しと新し

いチャレンジの機会が確保されるよう、個人に

よる主体的な学び直しを支援していく必要があ

る」と書かれ、リカレント教育にかかる諸コス

トの軽減や支援策が訴えられている。

　しかし、学び直し＝リカレント教育の概念が

提唱されたのは近年のことではなく、約50年

前のことである（OECDを通じて各国に広めら

れた）。これまでなぜリカレント教育が日本社

会で普及・定着しなかったのであろうか。

学び直しが評価されない日本社会の課題
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特集 　社会人の学び直し

2．日本型雇用システムの特殊性　   ▼

　その背景には、日本独特の雇用制度・構造

（「日本型雇用システム」）がある。労働学者の

濱口桂一郎（『新しい労働社会─雇用システム

の再構築へ』、岩波新書、2009）は日本型雇用

システムでは、雇用契約で具体的な職務が定め

られておらず、雇用契約が一種の地位設定契約

あるいはメンバーシップ契約の性質を持つもの

になっていること、職務が定められていないこ

とから、定期的な人事異動（ジョブローテーショ

ン）が発生すること等を指摘している。

　ジョブ型の雇用制度の社会（世界全体ではこ

のあり方が通常）では、特定の職務が定められ、

それに従事しうるかどうかが前提となる。雇用

時には、当該業務をこなし得る能力・経歴を持

つかどうかが重視され、それは昇進や転職を含

め、ポジションを移るごとに問われることとな

る。その時々に応じ、「現在何ができるか」と
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いう「現在価値」が問われるのである。

　一方、日本のようなメンバーシップ型の雇用

制度の社会では、専門職を除けばそのような

仕組みにはなっていない。典型的な例として、

ホワイトカラー職の雇用では、被雇用者がその

組織のメンバーたりうるかどうかが重視され

る。組織のメンバーであることを重視する終

身雇用とセットになった定年制を前提として、

給与制度も「現在価値」ではなく「将来価値」

を前提として組み立てられている。若年時の

給与はその働きぶりに関わらず薄給であるが、

それは将来報われるという見通しとセットで

ある。年齢を重ねるとともに昇給がなされ、中

高年に至れば、いわば若年時の薄給分を取り

戻すかのように、ある程度の厚遇を得る（そ

して最後には退職金という大きな報いがある）

という仕組みである。

　採用時に、当人の様々な（潜在的）能力・学

歴が問われたとしても、一旦採用されてしまえ

ばそうした能力・学歴が真っ向から問われるこ

とは無い。仮に入職後に、自発的に学んだり、

何らかの専門的な能力を身に付けたとしても、

そうした個人の行動（方向性という意味でのベ

クトル）を把握し、可能な範囲で組織内で処遇

していく（個人と組織のベクトルを合わせてい

く）仕組みが備わっているわけではない。この

ことは大学で言えば「採用は『職務をする』で

はなく『職員になる』ことを意味し、職務が教

務なのか、財務なのか、人事なのかは着任して

みて初めて分かる」「職務の適性と関わらず数

年経てば自動的に他部署へ異動する」という事

務職員（専任職員）の採用・異動を考えると分

かりやすいだろう。

　またメンバーシップの外の世界、非正規雇用

の世界においては、そもそも大半の方が、保有

する能力に基づいた評価・処遇の対象から外さ

れている。定年後に嘱託など何らかの名称で再

雇用される場合、それは一旦メンバーシップか

ら外れ、別の枠組み（時間雇用など非正規雇用

の枠組み）で雇用されることを意味する。60歳

で定年になった方が、65歳まで（あるいはそれ

以上）再雇用されるとなると、加齢による衰え

があるにせよ、定年後すぐに能力が落ちるとは

考えられない。定年という人工的な区切りで、

一方的にメンバーシップから外され（無期雇用

から有期雇用への転換）、異なる業務が与えら

れ、処遇がダウンするというのは合理的では無

い（なお、同一の業務に従事させる場合、雇用

期間の有無で不合理な格差を設けることは法令

上認められておらず、実際、極端な処遇ダウン

が裁判となり、雇用者側が敗訴する例もある）。

　こうしたことは定年後の再雇用に限定され

た話ではない。例えば、子育てや介護のために

退職を余儀なくされた後、その状況が落ち着

いた後に再度就職をしようとしても、メンバー

シップ外として、非正規雇用の枠組みに留まら

ざるをえないことも多々ある。社会保障制度全

体のあり方とも関係するが、そのような労働を

補助的なもの（主婦のパートなど家計補助とし

て）と位置付けうる時代であれば、大きな問題

にならなかったかもしれない。しかし、いわゆ

る就職氷河期世代においては、当初から非正規

雇用の枠組みに留まらざるを得ず、現在に至っ

ている方も数多い。そうした方々は、メンバー

シップ外ということで、何かを学び直しとして

も、そのことによって評価・処遇されるわけで

はない。
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えるわけがない。実際このことは、大学院への社

会人入学者の数からも見て取れる。文部科学省の

学校基本調査によると2007年度の大学院入学者

のうち社会人の数は修士8,249名、博士5,552名、

専門職学位課程3,794名であった。約10年後の

2018年度は修士7,930名、博士6,368名、専門職

学位課程3,651名であった。どちらの年度も1万7

千名程度にとどまり、増加傾向は見出し難い。

4．それにも関わらず学び直す理由は
どのように説明されるのか▼

　とはいえ、このような日本型雇用システムに規

定される構造下においても、実際に自発的に学ぶ

人間がいることは確かである。なぜ学びとその職

業的レリバンスの結びつきが保証されていないの

に自発的に学ぶのであろうか。彼らはその理由を

どのように意味づけ、解釈しているのだろうか。

　このことを探索するため、筆者は2018年に

インタビュー調査を実施した（本調査の論文は

大学教育学会誌第41巻第1号に掲載予定）。こ

の調査では大学院進学を鍵に、自発的な学びを

行っている高等教育機関の事務系職員（過去職

員であった者含む）を対象として行い、様々な

役職の方々（計26名）に協力いただいた。

　調査からまず見えたのは、自発的な学びに対

するネガティブな構造である。自発的な学びに

対しての周囲からのネガティブな反応（大学院

進学への否定、やっかみ）、処遇・評価との結

びつかなさ（人事異動では全く考慮されない）、

学びが断片的（必ずしも系統だった学びになっ

ていない）なこと、さらにはジェンダー構造と

の重なり（学内の様々な成長の機会に、自発的

に手を挙げるような機会が女性には与えられな

3．日本型雇用システムにおける
学びのあり方　▼

　このような構造下での学びは次のようにな

る。（1）組織主導の学び（OJTやOFF-JT）は比

較的充実しているものの、それが行われる業務

は、組織側が従前よりその必要性を認識してい

る業務に限られる。業務の最前線にいる個人が、

業務の変化に伴い、新しい知識・スキルの必要

性を組織に先立って感知したとしても、それが

組織主導の学びに反映されるとは限らないし、

反映されるとしてもかなり時間が経過してから

の話になる。（2）そのように新しい知識・スキ

ルの必要性を感知した個人が、その知識・スキ

ルに関して自発的な学び直し ─ 例えば大学院

進学 ─ を行ったとしても、一方的なジョブロー

テーションが行われる構造下では、その知識・

スキルを活用しうるポジションに就けるかどう

かは全く保証されない。

　つまり、「自発的な学び」と「自発的な学び

で身に付けた知識・技能を職業上で活用するこ

と」の結びつきが保証されていないのである（学

びとその職業的レリバンスの結びつきが保証さ

れていない）。仮に自発的に学んでいる・学ん

だことや、それを活用することを職場で声高に

叫んだとしても、それがダイレクトに反映され

ることは無い。たまたま理解ある上司（人事権

者）に巡り合って、学びの成果を活用しうるポ

ジションに就けることがあっても、それは偶然

の産物である。むしろ多くの場合、「いつか何

かで活用できるよ」と諭されたり、あるいは周

囲から煙たがられたりするのである。

　このような自発的に学び直すインセンティブが

見当たらない状況であれば、学び直す者の数が増
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かった）が見えてきた。そうした構造上の問題

は理不尽ですらある。

　しかし、彼らはそれに対して“ハードな抵抗” ─

真っ向から学びの意義を説いたり、その活用の声

を上げる ─ は行わない。彼らの多くは自らの学

びを趣味や興味関心からのものと説明し、学んで

いる・学んだことをあえて表に出そうとはしない。

　というのは、このような構造では“ハードな

抵抗”を行ったとしても効果が無い、あるいは

潰されてしまうことが目に見えているからであ

る。そうではなく外部には「職業的レリバンス

を持たないもの」として説明するのである。そ

うすれば学ぶ理由や仕事で役立っているかどう

か問いただされることは無いし、本人が「学ん

だことを役立たせそうだ」と思えた時に表立て

ることなくそうできるのである（もちろんその

時が到来するかどうかは保証されていない）。

　このようなひそやかな“ソフトな抵抗”は、こ

のような構造下においては合理的な戦術と言え

るだろう。しかし、この戦術は苦難に満ちた方

策である。その方策を取ることを軽々に一般化

したり、推奨できるものではない。他者に「学

んでいること、学びと業務の結びつきを主張し

てはならない。他者には趣味と説明し、その価

値観を内面化しなさい。役に立つ時期も分かり

ません。でも学びなさい」とはとても言えない。

少なくとも多数の方々が納得して受け入れられ

る話にはならないだろう。

5．求められる構造変革
　　　─「現在価値」に基づいた

システム作り─▼

　先に述べた様々な問題は、日本型雇用システ

ムそのものに起因して生じているのであり、一

筋縄で解決する問題ではない。

　しかし、一つ言えることは世の中の趨勢は少

しずつ動いており、それは「将来価値」から「現

在価値」重視の方向へと移ってきていることで

ある。ここ最近、いくつかの経済団体のトップ

が終身雇用の限界について触れている。また近

年IT系などいくつかの分野での人材が枯渇して

おり、新卒あるいは新卒後数年で、従来の年功

序列では考えられない金額の給与待遇を打ち出

す企業も出てきている。こうした動きは従来の

メンバーシップ型採用では考えられないあり方

である。

　また、非正規雇用の方々の処遇も大きな課題

として現前に現れつつある。法制度上も定年後

の継続雇用が求められ、その期間は今後さらに

延長される向きが無いとは言えない状況にあ

る。また法制度に関わらず、急速に若年層が減

少する日本社会においては、労働人口を確保す

るためにも、高年齢層の雇用と真剣に向き合う

ことが求められるようになってきている。さら

に、就職氷河期世代をはじめ、多数の方々が派

遣、契約社員、時間雇用など非正規雇用の枠組

みに留め置かれたままであり、彼らは教育訓練

の機会からも外されたままである。

　リカレント教育の推進では、正規雇用者だけ

ではなく、このような方々とどのように向き合

うのかということも問われるのである。そこで

の課題は「現在何ができるか」という「現在価値」

に基づいた人材育成・評価・処遇である。多様

な属性・人材を評価・包摂する仕組みを作るこ

とに異ならない。

　先に挙げた「現在価値」重視の方向が行き進め

ば、まさに今何ができるか、どのような能力があ
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るのかを定常的に問われることになる。個人の立

場に立てば、自分自身が何をできるかを常に問わ

れることになる。これが、STEM（科学・技術・

工学・数学）のように、厳格な知識・スキルの積

み重ねで成り立ち、かつ言語を超えた通用性のあ

るジャンルの職であれば、その問いに答えること

に困らないかも知れない。また、法律系や医療系

など、国家によって行われる試験を基盤とした資

格職も同様であろう。そうした職であれば、組織

側がそれを具体の職務と結びつけ、評価する制度

作りは比較的易しいだろう。

　しかし、大学職員も含めたホワイトカラー職

には、現在のところ、そのような強固な枠組み

は存在しない。大学職員が、高等教育系・社会

科学系の大学院に進んだとしても、先のSTEM

系の職や資格職のように、ダイレクトに具体の

職務と結びつけることは比較的困難であろう。

　このように学び直しを評価することは困難で

あるが、それに対する将来の取組みを一つ提案

したい。それは学習履歴も含めて個人のあり方・

方向性が分かる媒体（例として愛媛大学で導入

されて各大学に広がりつつあるスタッフ・ポー

トフォリオ）を通じた、組織と個人との双方向

的な仕組みづくりである。学んだことを、単に

履歴書の一行に記載して終えるのではない。そ

の学び直しが個人にとってどのように位置づい

ているのか・意味づけられているのか（例えば

現在の業務と異なっていても、将来取組みたい

業務があり、そのために学んでいるなど）をポー

トフォリオに記載し、それを受け取る組織側は、

その内容も含めて個人の方向性・ベクトルを把

握し、それを組織側が目指す方向性・ベクトル

とうまく調整しうる仕組みを想定している。こ

のような仕組みが定常的に、雇用形態（正規雇

用・非正規雇用）問わずに実施され、人事制度・

雇用とリンクすれば、人材を「現在価値」で評価・

処遇することも可能になるであろう。

　もし、多数の業界・企業・官公庁においてそ

のような仕組みが導入されたとすれば、教育機

関・大学にはまた新しい役割も生まれるであろ

う。従前から取り組まれているリカレント教育

コースの提供者という役割に留まらず、ポート

フォリオに対するアドバイス・メンタリングで

きる人材の育成者、あるいはポートフォリオを

軸にした様々な学習のアドバイスサービスの提

供者という姿もありうる。

　また、ポートフォリオのアドバイス・メンタリ

ングは所属組織内で行われなければならないもの

ではない。所属組織内で行われる場合、時には利

害関係が衝突することも考えられる。それを考慮

すると、大学内の人材が利害関係外の人間として

実施したり、あるいは同窓会と協働し、同窓会内

で同窓生向けにポートフォリオのアドバイス・メ

ンタリングを行う仕組みづくりも考えられる。

　このようなポートフォリオを軸にした取組み

は、あくまで一案である。他にも様々な取組み

が求められるが、それは教育機関・大学内で完

結するものとは思われない。従来大学と大学外

のつながりとしては、産学連携など研究を軸に

したもの、インターンシップなど学生の職業へ

の移行（トランジション）などが挙げられる。

それらとは、また異なった取組みとしてリカレ

ント教育を実質化しうる仕組みづくりが求めら

れるだろう。

　そうした取組みが、単一の教育機関・大学の

奮闘ではなく、企業・官公庁・地域など、様々

な他者との協働・連携によって行われることを

期待したい。


