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社会階層としてのフリーター 

太郎丸  博 （人間科学部 D12 年 ○○○○○番） 
 

 無職と非典型雇用 
社会的不平等を扱う社会学の分野の 1 つに、社会階層論がある。社会階層論中でも、社

会的地位（おもに職業）の変化を扱うのが社会移動論である。例えば、親がホワイトカラ

ーだと子供もホワイトカラーになりやすいとか、ブルーカラーは自営業に転職しやすい、

といった仮説を検討するのは、社会移動論の仕事の一部である。その中でも、世代間移動

の研究は社会移動論の中核をなす。世代間移動とは、親の地位とは違った地位に子供がつ

くことである。親の職業や学歴を出身階層、本人の現職を到達階層と呼ぶ。具体的には、

親の職業と子の職業のクロス表を作り、どの程度、世代間の社会的地位の再生産が起きて

いるかを検討するのが、基本的な分析手法である。 
ところが、世代間移動論は、しばしば対象を壮年期男性に限定してきた。つまり、女性

や若者や高齢者を研究の対象から除外してきた。例えば、佐藤(2000)、橋本(1999)1、鹿又

(2001)は、女性・高齢者・若者の世代間移動を扱わない。それには色々な理由があるのだが、

ひとつのテクニカルな理由がある。それは、女性、若年層、高齢層は、無職やフルタイム

でない働き方をすることが相対的に多い。こういった人びとをフルタイムで働いている人

たちと単純に比較することが難しいのである。今はアルバイトの若者が将来大学教授や芸

術家として大成することもあるし、今は無職の高齢者は、若いときは大企業の部長で、そ

のときの蓄えや年金で悠々自適の生活をしているかもしれない。つまり、無職・アルバイ

トといっても、年齢やその人のおかれている状況で、その意味がとうぜん異なってくる。

このような問題は、対象を壮年期の男性に限定すれば、回避できる。40 代の男性では、無

職もパート・アルバイトも非常に少ないので、ほとんどこの種の問題を無視して、職種や

自営か被雇用かだけをみればよい。 
 しかし、女性、若年層、高齢層の階層を考える場合、無職と非典型雇用は無視できない。

対象を壮年期の男性に限定する研究があるのはかまわないが、無職と非典型雇用の問題を、

社会移動論はもっとまじめに考えるべきである。 
 
経由階層としてのフリーター 

このレポートでは、無職と非典型雇用の問題のうち、いわゆるフリーターに対象を絞り、

社会移動論の観点から、考察してみたい。フリーターについては、労働政策研究・研修機

構が調査や研究を進めているし、その他にもさまざまな研究なされている。しかし、社会

移動論の観点からなされた研究はほとんどない。 
社会移動論の観点から、フリーターを考える場合、まず図 1 のような図式で考えるのが

                                                   
1 橋本は、女性の研究の重要性を強調しているが、女性の世代間移動あつかっていない。 
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図 1 社会移動とフリーター経験 

 
出身階層が高いほど、到達階層も高くなりやすいのは、普遍的な社会現象であるが、出身

階層が子供のフリーター経験率にどのような影響を及ぼすかがまず検討されるべきだろう。

耳塚(2002)によれば、1982 年以前に生まれたコーホートでは、出身階層の高低は、フリー

ター経験率に影響を及ぼさないが、1983, 84 年生まれのコーホートでは、出身階層が低い

ほど、フリーターになりやすい傾向があるという。 
また、若いときにフリーターを経験したことが、その後の職業にどのような影響を及ぼ

すかも検討されるべきである。これについては研究がないが、小杉(2003)によれば、フリー

ターはスキルの低い仕事が多いため、人的資本が蓄積されにくく、長く続ければ、その後

のキャリアに不利に働くことを示唆している。 
そこで、このレポートでは、どの階層がフリーター層へ参入しやすいか、という問題に対

象を限定して検討する。  
 
 フリーターの操作的定義 

フリーターの定義は難しい。しかし、国民生活白書では、学校を出たあと、パート・ア

ルバイトをしているか、パート・アルバイトの職を探す無職で、年齢は 15~34 歳、女性の

場合は未婚、と定義されている。小杉(2003)もおおむねこれと同じである。このレポートで

は、データの制約から、 

 学校に在籍しておらず 
 無職またはパート・アルバイト 
 15~34 歳、女性の場合は未婚 

と操作的に定義する。今回使うデータでは、無職の人に職探しをしているかどうかは尋ね

ていないので、いわゆる失業者とただの無職を区別できないのである。 
 

出身階層 

フリーター 
経験 

’83-’84年生まれは、出身階層

による格差あり（耳塚2002）  
フリーターは人的資本が蓄

積されず、将来は暗い? 

（小杉 2003）  

 到達階層
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このレポートで使うデータは、近藤博之を研究代表者として科学研究費補助金をえて行

った調査のデータである。東北学院大学（片瀬一男）、関西大学（与謝野有紀）、島根大学

（小林久高）の調査実習などの授業の一環として調査は行われた。学生が知り合い等に頼

んで調査したので、サンプリングはランダムではないし、回収率も計算できない。調査の

時期は 2003 年 12 月～2004 年 1 月で、有効ケース数は 449 である。 
 
フリーター経験の素描 

本格的に分析をする前に、フリーター経験と年齢、性別、コーホートの関係を簡単にお

さえておこう。 

 

図 2 一度でもフリーターを経験した人の割合 
 

図 2 をみると、調査時点で 40 歳以上の世代では、フリーターを経験したことのある人は、

10%程度であるのに対し、現在、20 代、30 代の人びとの間では、フリーター経験率は、ず

っと高いことがわかる。一般に言われているとおり、近年フリーターが増加したことをう

かがわせる結果になっている。 
図 3 は、フリーターを経験した年数の平均値である。40 代と 50 代で平均年数が低く、20
代、30 代、60 歳以上で平均値が高い。ただし、60 歳以上で、平均値が高いのは、15 歳か
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ら 34 歳までずっとフリーターだった人が２人含まれているせいで、この２人のはずれ値を

除けば、それほど高くない。 
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図 3 フリーター経験年数 
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図 4 加齢にともなうフリーター経験率の変化 
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図４は、何歳のときにフリーターを経験する割合が高いかを示した図である。下のほう

をはっているのが 1963 年以前（調査時点で 40 歳以上）の人たちのグラフで、年齢に関わ

らず一貫して 5%未満の低い割合であることがわかる。ところが 1964 年以降に生まれた人

たちは、18 歳までは、ほとんど 0 だが、それ以降の年齢でフリーターの経験率が上がるこ

とがわかる。男性の場合は、30 歳になる前に急速にフリーター率が下がるが、女性はそれ

ほど下がらない。ただし、1964 年の出生コーホートで現在 30 歳以上の人の数がすくない

（男女合わせて 24 人）ので、あまりはっきりしたことはわからない。 
 
出身階層とフリーター経験の関係 

図 5 をみると、1963 年以前の出生コーホートでは、父職によるフリーターの経験率にほ

とんど差はないが、1964 年以降の出生コーホートでは、父の職種によってフリーター経験

率に大きな違いがあることがわかる。父がホワイトカラーの場合、子のフリーター経験率

は 40%以上であるのに対して、父がマニュアルだと 30%強、自営（農業含む）だと 20%強

で、明らかな違いが見られる。カイ二乗検定をしても 5%水準で有意な連関が見られる。 
母の職業と父母の学歴によるフリーター経験率の差も検討したが、有意な連関は見られ

なかった。 
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図 5 父職・コーホート別フリーター経験率 



 
図 6 をみると、本人が低学歴であるほど、フリーターの経験率が高いことがわかるだろ

う。線形性の連関の検定でも 5%水準で有意な結果が見られた。 
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図 6 本人教育年数別フリーター経験率（20~39 歳で 9 年以下の教育年数の人は 0 人） 

 
最後に、ある程度連関が見られたコーホート(A)×親職(B)×本人教育年数(C)×フリータ

ー経験(D)の 4 重クロス表を対数線形モデルで分析した。その結果が表 1 である。独立変数

にあたるA, B, Cの間にはあらかじめ交互作用を仮定した。またコーホートの効果も、この

レポートのテーマではないので、あらかじめ連関を仮定した。 
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表 1 対数線形モデルを使った分析結果（コーホート(A)×親職(B)×本人教育年数(C)×フリー

ター経験(D)） 
モデル df 2

Lχ  p AIC G2（尤度比基準の差） 

M0: [ABC] [AD] 22 28.66 0.15 -15.34    

M1: M0 + [BD] 20 25.12 0.19 -14.88 M0-M1= 3.54 ns 

M2: M0 + [CD] 19 17.92 0.53 -20.08 M0-M2= 10.74 * 

M3: M0+[BD]+[CD] 17 10.97 0.86 -23.03 M2-M3= 6.95 * 

M4: M0+[ABD]+[CD] 15 9.79 0.83 -20.21 M3-M4= 1.18 ns 
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M5: M0+[BD]+[ACD] 14 10.13 0.75 -17.87 M3-M5= 0.84 ns 

M6: M0+[BCD] 11 5.42 0.91 -16.58 M3-M6= 5.55 ns 

* 5%水準で有意。 ns 有意差なし。 

 
最初のモデルM0 がすでに有意確率が 15％で棄却できない。しかし、モデルM2 を見ると、

本人教育年数(C)×フリーター経験(D)の連関を仮定することで、有意に尤度比基準の値が下

がるのがわかる。さらに親職(B)×フリーター経験(D) の連関も加えると、さらに有意に尤

度比基準の値が下がる（モデルM3）。しかし、それ以上複雑なモデルを作っても、有意な

モデルの改善は見られない。また、AICを見ても、M3 がいちばん小さい。したがって、M3 
がもっとも適当なモデルであると判断できる。これを図示すると、図 7 のようになる。つ

まり、親職と教育年数は他の要因をコントロールしても、フリーター経験に対して有意な

効果を持っているということである。ただし、モデルM3 では、期待度数が 1 未満のセルが

11 あり、48 セル中の 23％にあたる。期待度数の少ないセルが多すぎるという点は勘案す

べきだろう2。 
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図 7  4 変数の因果関係（破線の矢印は対数線形モデルではあらかじめ仮定した連関を示す） 
 
考察と残された課題 

今回の分析では、教育年数が短く、親職がホワイトカラーの場合ほど、フリーターにな

りやすく、教育年数が長く、親が自営である場合、フリーターになりにくいという結果が

得られた。教育年数に関しては、先行研究の結果と一致しているが、親職の効果に関して

は、逆の結果となった。つまり、耳塚(2002)では高い階層（ホワイトカラーはふつう高階層

とみなされる）のほうがフリーターになりにくいと主張しているのだが、むしろ逆の結果

となった。教育年数が短いと就職が厳しいので、フリーターになりやすいというのはわか

                                                   
2 この主な原因は、1964 年以降出生コーホートで教育年数が 9 年以下の人がいなかったせいである。この

ため 6 個のセルが 0 になる。しかし、これは教育年数とコーホートの関係に関わる問題であり、表 1 で検

討した 7個のモデルの相対的な優劣には影響ないと思われる。自由度が一律に 3下がるだけであるからAIC
での判断にも、G2での判断にも影響はないだろう。この 6 セルを除いて考えれば、1 未満の期待度数を取

るセルは、42 セルのうち 5 つであり、全体の 12%である。したがって、この期待度数の少なさは致命的な

問題とは思われない。 
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りやすい。階層の効果については、親の地位が高いと経済的に余裕があるので、無理にフ

ルタイムの仕事に就かないということかもしれない。また、耳塚の分析は、東京の若者を

対象にした調査データにもとづいているので、地域によって違いがあるのかもしれない。 
もしも、今回の分析が正しいとすれば、出身階層がフリーターに及ぼす影響は両義的で

ある。つまり、親職がホワイトカラーであることはフリーター経験率を高める。しかし、

親職がホワイトであれば、教育年数は長くなる傾向があり、教育年数が長くなれば、フリ

ーター経験率は下がるということである。教育年数を媒介とした効果は小さなものだろう

が、興味深い発見である。 
最後に今後の研究課題をまとめておこう。 
1. きちんとランダム・サンプリングされたデータで、関係を見ていく必要があるだろ

う。 
2. 今回は無職をすべてフリーターとみなしたが、「花嫁修業中で家事手伝い」というよ

うな人びとまでフリーターに含めるべきかどうかは議論の余地がある。本人の働く

意思も考慮に入れたフリーターの分類をすべきかもしれない。 
3. フリーター経験には、学校での欠席日数や成績が影響することが小杉(2003)によって

のべられている。これらの変数もコントロールした上で教育年数や親職の効果を検

討してみるべきだろう。 
4. フリーターを経験することが、その後の社会的地位やライフコースにどのように影

響するのかも、興味深い問題である。 
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