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The Employment en Masse of Junior High School Graduates
in Japanese Economic Growth Period
Kazuo KATASE
Abstract
From 1950’s to 1960’s, Japan experienced rapid economic growth. In this
period, many junior high school graduates moved from rural to urban area
to enter to labor market. We examined occupational careers and social
attitudes of young workers of 1936‑45 and 1946‑55 birth cohorts, using 1965
and 1995 SSM survey. Then we found that most young workers from rural
area who were employed by small factories as blue color workers upheld
rapid economic growth. They worked hard under bad work conditions.
However, they lacked social capital to move to other strata and stayed at
lower status throughout their life courses.
Keywords: Employment en Masse, Economic Growth, SSM Survey
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部の側に着目すると、日本の中小企業の「近代

はじめに：集団就職の時代
2005年11月に公開され、200万人をこえる観

化」という政策的意図があったとみることもで

客動員数を記録した「Always 三丁目の夕日」

きる。実際、当時の労働省の文書（労働省雇用

（山崎貴監督）は、昭和33（1958）年に、東京

安定課, 1960）によると、集団就職の「意義と

の下町の町工場・鈴木オートに、青森県の中学

ねらい」については「(1)業種別団体、または地

校を出たばかりの星野六子（堀北真希）が集団

域別団体等の中小企業主により組織された団体

就職してくるところから始まる。彼女は、大企

がその団体に加入している事業主における労働

業に就職できると期待して上京したが、上野駅

条件を協定し、かつ単に協定するだけでなく、

から連れて行かれた町工場の零細な鈴木オート

それを向上せしめること。(2)この協定された労

に内心、失望する。他方、雇用主の鈴木則文

働条件を団体で保障することによって確保する

（堤真一）も、六子の履歴書の特技の欄に記載

こと。(3)以上の措置により中小企業を新規学卒

●

●

された「自転車の修理」を「自動車の修理」と

者に適した職場にすること」とある。すなわち、

勘違いして採用を決めたのである。

高度経済成長によって人手不足になった中小企

青森から戦後最初の就職列車が発車したの

業に対して、新規学卒労働者の紹介を誘因とし

は、しばしば昭和29（1954）年とされてきた

て、雇用慣行や労働条件の「近代化」を政策的

（加瀬,1997など）が、山口（2004）はこの言説

に推進しようとしたとみることもできる（小

を当時の地元紙の記事などをもとに批判的に検
討した結果、実際には「集団就職」すなわち

川・高沢, 1967）
。
こうした状況も踏まえて、加瀬（1997 ; 145）

「広域的職業紹介制度と計画的輸送制度」の統

は、求人側（雇用主）の条件を重視して「集団

合によって成立した「新規学卒者の制度化され

就職」を次のように定義する。すなわち「都市

た大規模な労働移動」は、すでに戦時期の計画

部において大企業との求人競争で遅れをとらざ

経済下にその萌芽があり、それが高度経済成長

るをえなかった中小企業、家族経営などが、地

期に「ローカル労働市場の広域的労働市場への

域的にまとまった求人活動＝「集団求人」を行

制度的統合」として再編成されたものであると

い、求人コストを節約し、求人情報を共有する

いう。ただし、青森県では前年の昭和28年に大

とともに、相互の採用条件を等しくして、一括

凶作があり、いわゆる「人身売買」の頻発を恐

採用に近い状況を作り出し･･･（中略）･･･、職

れた青森県の労働行政が、広域的労働市場との

業安定所や行政の支援も得て、求人競争力の補

連携をこの年以降、強力に押しすすめようとし

完をはかった行動」の所産が、「集団就職」で

たことは事実であるとされる。とはいえ、青森

ある。この定義によれば、「集団就職」は、大

県が東京を中心とした広域労働市場に制度的に

企業の求人によるものというより、都市部の中

統合され、県外からの求人数が増加し始めるの

小企業、零細な家族経営が求人難を解消するた

は昭和35（1960）年以降であるという（山口,

めに、地域別または業種別の団体を形成し、労

2004）
。

働条件・雇用慣行の近代化をはかりつつ、かつ

他方、こうした「集団就職」が広域的に推進

地方の新規学卒者を効率的に採用するために職

された背景にはまた、労働力需要地である都市

業安定行政に依存しながら行った求人活動とも
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みることができる。この点では「Always 三丁

プをもたない（逆に言うと安価で可塑性・訓練

目の夕日」で六子の就職先が家族経営の「鈴木

可能性が高い）地方出身の新規学卒労働者は、

オート」であったことは、こうした歴史的事情

都市部の労働市場において選好されたのであ

をおさえているとみることができる。

る。実際、昭和10(1935)年以降に出生した若者
が「新たに学校を卒業して就業したのは高度経

１．高度経済成長期における新規学卒労働市場

済成長下である。高度経済成長下の技術革新を

この時期、すなわち1950～60年代の日本社会

てことした新たな設備投資は新しい技術への適

は、高度経済成長と呼ばれるように、急速な産

応性の高い人を安上がりに求めて、非農業部門

業化・産業構造の変動と被雇用者の増大、およ

から、若い人々の労働力需要が殺到することに

びそれに伴う労働人口の広域的な地域間移動を

なった」（中安,1978:68、傍点原文）。こうして

経験した。この戦後最大の日本社会の変化は、

●

●

安価で可塑性・訓練可能性が高い地方出身の新

「集団就職」に代表されるように、農村から都

規学卒労働者（とくにこの時期の過半数を占め

市に向かう若年労働者の移動によって実現され

た中学卒業者）は、都市部の労働市場において

たのである。そのなかでも新規学卒者の就職移

選好されたのである。

。
動の果たした役割は大きい（氏原・高梨, 1971）

表1は、高度経済成長の前期（1950年から65

とくに「安価で、かつ適応力の高い若年労働力

年）について、新規中卒労働市場の状況を示し

が、製造業を中心に労働市場に大量に供給され

たものである。

たことこそが、日本の高度成長を支えた重要な
条件である」（菅山・西村,2000:65）といえるだ

表1 新規中卒者の求人倍率等

ろう。また新規学卒の若年労働者は結婚して家
族形成をしていないので、この点でも広域的な
労働移動にとって好都合であった。
中安（1978 : 56）によれば、この時期「新規
学卒者として非農業に就業した人たちは、出身
が農家でも非農家でも、それによって就業条件
に差がつくことは少な」く、「中高年になって
から、農業から非農業へ移った人々の場合のよ
うなハンディキャップを持っていな」かった。
これに対して、中高年の離農者の場合、事情が

1950、51年は男女とも新規中卒者への求人倍

異なる。というのも、
「工場労働者などの場合、

率は１を下回っていたが、52年以降は多少の漸

農業からの転職者の賃金は、同年齢同学歴の長

減も含みながら上昇しつづけ、64年以降は男女

期勤続者の賃金と格差がある」だけでなく、新

とも3倍を超えるに至っている。まさに中卒労

しい技術への適応力も劣るため「不熟練労働者

働者が「金の卵」といわれた時代である。しか

として、労働市場に登場することになる」（中

も、64年頃は就職率も男女とも９割前後を記録

安, 1965=1995 : 148）
。こうしたハンディキャッ

し、中卒でも求職者のほとんどが就職できた。
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その一方、充足率をみるとやはり64年以降は

これによれば、青森や宮城といった東北６県

25％前後まで落ち、求人側では求人しても充足

の中卒者県外就職率はいずれも男子で50～35％

できないという慢性的な人手不足の時代を迎え

程度、また女子でも60～40％程度で、全国的に

る。こうした人手不足は工業地帯となった都市

は中位に位置している。そして、むしろ鹿児島

部、
わけても中小・零細企業で深刻であったから、

や宮崎、島根や鳥取といった南九州や山陰地方

いきおい「集団就職」という形までとって、地方

の方がより多くの県外就職者を輩出しているこ

から都市部へと若年労働者の移動が起こった。

とがわかる。また、高校卒業者の県外就職率も、

たとえば、表2は、高度経済成長期の真っ只

これと同様の傾向を示し、男子では鹿児島や島

中とも言うべき1965年３月の中学・高校卒業者

根で７割を越し、女子では奈良と島根が６割を

のうち、当該県外に就職した者の比率を示して

越す高率となっている。これは、東北諸県の新

いる。

規学卒労働力が東京を中心とした京浜工業地帯

表2 県外就職率
（1965年3月卒業生・中卒男子県外就職率順）

に入職したのに対して、九州や山陰など西日本
諸県からは京阪神工業地帯のほか、名古屋を中
心とした中京工業地帯にまで県外就職していた
ことによる（加瀬, 1997）
。
こうした若年労働力の移動により、1955年か
ら65年の10年間で、都道府県間で年齢別人口構
成は大きく変わった。加瀬（1979）は、1955年
の国勢調査における10～14歳人口と1965年の20
歳から24歳人口を都道府県別に比べ、10年間の
若年人口の増減率を算出している。それによる
と、この間、東京では男子で130.5%、女子で
89.6％、神奈川では男子93.3％、女子60.1％、ま
た大阪では男子95.1％、女子77.9％も若年人口
が増加しているのに対し、東北では秋田・福
島・山形で男子が50％以上、女子が40％以上、
また鹿児島では男子が66.6％、女子が53.3％も
減少している。こうして九州・東北といった周
辺地域から都市部の工業地帯へと大量の若年人
口が移動したのである。その背後にあったのは、
高度経済成長によってまずは都市部に工業地帯
が形成され、そこに新規学卒者を必要とする若
年労働市場が成立したことがある。
しかし、地方から都会へと移動した若年者は、
都市部においても「周辺的」な位置を占めざる
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を得なかった。表3には、1964年３月の東京に

くに地域間の学歴格差により、都市部では肉体

おいて就職した中学卒業者を都内出身と地方出

労働者（ブルーカラー）を農村部や小都市（場

身に分けたうえで、就職先企業規模別にその比

合によっては移民）から補充し、非肉体労働者

率を示したものである。

（ホワイトカラー）を都市内部で確保するとさ

この表からは、都内の中学卒業者の半数近く

れる。この仮説は日本では戦前の東京には当て

が従業員規模300人以上の大企業に就職してい

はまらないが、戦後の東京には当てはまるとさ

るのに対して、地方出身者は規模30人未満の零

れてきた（佐藤（粒来）
, 2004）
。

細企業に入職している者が３割近くいることが

加瀬（1997 : 100‑101）によると、日本の場合、

わかる。つまり、この当時は同じ中学卒でも出

その背後には、学歴の地域間格差に加えて、企

身地域により入職できる企業規模に大きな差異

業の側に「通勤労働力への選好」があったとい

があり、地方出身者はいわゆる日本企業の「二

う。すなわち、「親元に居住する通勤労働者が

重構造」において、周辺部の不安定な中小企業

最も労務管理のコストがかからなかったこと」

に集中する傾向にあった。

がある。具体的には寄宿舎や寮・社宅等を建設

産業化と都市の階層化に関するリプセット＝

し、それを維持する必要がなく、また親元を離

ベンディックスの仮説（Lipset and Bendix,

れた年少者の生活面での面倒に対応する体制を

1959=1969）によれば、都市出身者（10代を都

とる必要もなかったのである。そのため、まず

市で過ごした者）は、農村や地方の小都市出身

大企業は都市出身者から若年労働力を補充して

の者より社会的上昇が容易である、という。と

いき、それでも不足した場合に近隣の農山漁村
で労働力を求めていく。

表3 出身地域別・就職先企業規模別の新規学卒者数割合

これに対して、有利な
労働条件を提示できな
い中小企業は、より遠
隔地の地方へと、同業
者組合などを介して

表4 中卒就職者の産業別人数

「集団求人」を余儀なく
される。そして、零細
企業では寮などは準備
できないので、経営者
家族の家屋に住み込み
で働かせる―「Always
三丁目の夕日」で描か
れていたのは、こうし
た「集団就職」の典型
的な姿であった。
他方、こうした新規
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中卒労働者が入職した労働市場はどのような業

が、卒業と同時に製造業の基幹労働力となるた

種であっただろうか。表4には、1951年から65

めの必要条件を整備した」（苅谷, 2000 : 20）。

年について中卒就職者の入職先を産業別に示し

すなわち、戦前は複線型であった教育制度が戦

た。

後、単線型に統一･整備されることによって、

これによると、この間、農業への入職が男子

「15歳という同年齢で卒業生が大量に社会に輩

では48％から7％（実人数で約20万人から2万人

出されるという前代未聞の事態」（菅山・石

強へ）
、女子では50％から5％（同約20万人から

田・苅谷, 2000 ; 274）が生じたのである。この

１万人強）へと激減している。そして、男子で

ため、当時の職業安定行政は、大量の若年失業

は製造業への入職が27％から61％（実人数で11

者が都市部に滞留することを恐れ、また新制中

万人から20万人弱）へ、また女子では製造業が

学もその卒業生を職業へと間断なく移行させる

30％から63％（同12万人から19万人）へ、サー

ことができるか危惧した。

ビス業が6％から17％（同２万人から５万人）

実際に、新制中学が最初の卒業生を社会に送

へと急増している。新規学卒者の入職先は、こ

り出すのは1948年３月であるが、その４ヶ月前

の時期、農業から非農業（製造業・サービス業）

の47年12月にGHQの指導のもとに制定された

へと大きく転換したのである。

職業安定法が施行されている。この職業安定法
では、「職業選択の自由」の実現と同時に、職

２．若年労働力移動の制度化

業安定所が適切な職業斡旋をつうじて「工業そ

こうした1950年代から60年代にかけての若年

の他の産業に労働力を充足し、･･･（中略）･･･

労働力の広域的かつ大規模な移動を可能にした

経済の興隆に寄与すること」が目的とされてい

のは、苅谷（2000）が指摘したように、学校

た。そして、公共職業安定所は労働大臣の直属

（新制中学校）と職業安定所からなる「制度的

機関とされ、労働省（当時）職業安定局が全国

リンケージ」（Kariya and Rosenbaum, 1995）

で統一的な職業斡旋を行うことが定められてい

によるジョブマッチングであった。それによる

た。ここで２つの異なる原理、すなわち一方で

と、まず戦前は工業労働者最低年齢法の制定

は個人の「職業選択の自由」や労働者の保護、

(1923年)により、14歳以下の年少者は製造業に

他方で国家的な「産業振興」という異質な原理

雇い入れることができず、また16歳未満の者に

のせめぎあいを先鋭化させたのは、菅山ら（菅

は就業制限がかけられたのに対して、当時の尋

山・西村, 2000）によれば、広域的な職業紹介

常小学校の卒業年齢は12歳、高等小学校は14歳

の問題であった。すなわち、職業安定法は職業

であったから、学校終了後は家業（農業など）

安定所が行う職業紹介を基本的に求職者の通勤

を手伝ってから製造業へと入職する就職パター

圏に限定するよう定めていた。その背景には、

ンが一般的であった。

とくに弊害が多かった戦前の繊維産業における

これに対して、戦後になって15歳が卒業年齢

女子工員の遠隔地募集を念頭に、GHQの指令

となる新制中学までが義務教育化された。この

によって労働者保護の観点が同法に盛り込まれ

義務教育年限の延長は、結果的に戦後の労働基

ていたことによる。

準法の制定とあいまって「新制中学校の卒業者
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ら労働力の需給調整をするという立場からする

と予備調整の実施、自由な求人活動の制限と職

と制約が多かったので、早くも1949年には労働

安による一元把握、そして全国需給調整会議の

省はこの制約を撤廃し、全国的な職業紹介のた

運営方式の改革と求人倍率の全国平均化」から

めの手続きを定めた。これにもとづき、1950年

なる「強力な需給調整」のシステムを完成させ

代の職業安定行政における広域的な職業紹介

たのである（菅山・西村, 2000 : 106）。こうし

は、全国レベルならびに各県の「需給調整会議」
、

て、1960年代の人手不足は、労働行政にとって

および４大工業地帯（京浜・中京・京阪神・北

求人者（企業など）に対する「指導」を確立す

九州）を中心とするローカルレベルでの「学卒

る絶好の機会となった。そして、「自由な求人

LM（Labor Market）」（定例的に開催される需

活動に対する制限が強まり、職安が主役を演じ

給調整の会議）からなる「重層的なシステム」

るジョブマッチングの「制度」が強化された」

として展開していった（菅山・西村, 2000 : 80‑

(菅山・西村, 2000 : 107)のである。

81）
。

こうしたなかで地方出身者の就職状況も大き

こうして1950年代に新規学卒労働市場は制度

な変貌を遂げる。農村部の職安にも人手不足を

化され始めるが、高度経済成長の進展によって

かかえた都市部からの「連絡求人」が殺到する

労働力需要は増大し、表1でみたように、60年

ようになったのである。ただし、地方に回され

代にいると中卒者への求人倍率は２～３倍に達

る都市部の求人は特定の部分であった。という

し、求人の充足率も３割を切るようになって、

のも、都市部で就職希望者が確保できる条件の

人手不足は深刻化した。とくに61年３月の卒業

良い就業機会には都市部出身の中卒者がまず紹

者は、敗戦直後の出生率の激減期に生まれた世

介されたからである。企業の側でも、先に見た

代にあたるので、前年よりも11万人以上少なく、

ように労務管理の面からも通勤従業員を好んで

充足率の低下の加速が予想されていた。そこで、

採用したので、「地方在住者に向けられた求人

労働省は60年５月に都道府県知事宛に「新規学

は、都市出身者が就職しない劣悪な条件の企業

校卒業者（中学）需給調整要領」を通達した

であり、典型的には、中小・零細企業の住込み

（これは62年に改訂される）
。この通達は、求人

求人が中心であった」（加瀬, 1997 ; 123‑124）。

者（企業など）と中学校の直接接触を原則的に

他方、中小・零細企業が地方出身者を受け入れ

禁止し（通勤圏内の直接募集は許可された）、

たのは、
「近郊農村を含めた都市部の出身者は、

企業の広域求人をすべて職安の許可制のもとに

仮に採用できたとしても、「近辺であると、容

おく一方で、国（労働省）・都道府県の各労働

易に離職するおそれがある」と考えられた」か

安定機関において年間計画をたてて、綿密な

らでもある（加瀬, 1997 ; 125）。こうして、広

「就職対策打合会」から「求人・求職情報交換

域的な需給調整は、結果的に条件の良い企業・

会」を経て、最終的に「全国需給調整会議」に

職種を同じ中卒者でも都市部出身者と地方出身

おいて新規学卒者の需給調整を早期から強力に

者の間で傾斜的に配分することになった。

行う、というものであった（菅山・西村, 2000 :

さらに、都市部への就職者が増大してくると、

93‑99）。そして、この時期、労働省は、「年間

地方の地元経済界や農家は、危機感を強めてい

計画の早期化と全国画一化、積極的な求人指導

った。地元求人と県外求人の対立は、新産業都
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市建設促進法（1962年）を背景に優遇処置を用

業への「集団就職」は、こうした労働政策のも

いて企業誘致を図った地方では、とくに先鋭化

とで成立した。したがって、この集団就職の時

した。この対立を背景に、地方自治体（知事や

代、労働行政が一元的な統制力を発揮した中卒

県議会など）は職安に対して地元優先を要請す

求人の需給調整は、とりわけ地方出身の若年労

ることになった。その結果、地方によっては、

働者にとっては、就業機会の平等や職業選択の

職安や中学を通じて、生徒への「指導」がすす

自由といった観点からみても、自由な労働市場

められた。その根拠となったのが「適性論」す

と言えるものではなかった。

なわち「有名企業・大企業よりも、零細企業・
地元企業の方が、やりがいのある仕事ができ、

３．集団就職世代の職業と意識

多くの〔地方出身の〕中学生の「適性」にあっ

では、こうして農村部から都市部へと就職し

ているという主張」
（加瀬, 1997 : 133、
〔〕内引

た集団就職世代の若者たちは、どのような職業

用者補足）である。

につき、どのような職歴をたどったのだろうか。

しかし、こうした地元優先の「就職指導」を

またその中で仕事や社会に対してどのような意

強化すると、中学生は職安への求職申し込みを

識をもっていたのだろうか。そして、それは地

やめて、都市で就職できるルート（縁故採用な

元に残った若者や都市部出身の若者とどのよう

ど）を求めることになり、職安の労働市場統制

な差異があったのだろうか。こうした問題につ

力が弱められるおそれもあった。また大企業へ

いては、たとえば見田（1973=1979）などによ

の求人が優先されると、都市・地方を問わず中

って事例分析がなされてきたが、ここでは1965

小・零細企業が衰退することになり、結果的に

年と95年の「社会階層と社会移動全国調査

は国民経済にとっても好ましくないと考えられ

（SSM調査）」のデータを用いて検討してみる。

た。実際、地方の職安が主として紹介したのは、

というのも、この２つのデータセットは、６回

「集団求人方式をとった都市零細企業の住込み

に及ぶSSM調査の中でも、最終学校卒業地と初

店員・住込み工員であったことも、都市におけ

職入職地がともに把握されているデータである

る末端の経済活力を担っている零細企業を保護

からだ。そこで、初職については1965年と95年

する意味をもっていた」（加瀬, 1997 : 134）と

のデータで（ただし、入職経路は95年データの

も言われる。そのため、地方の職安は就職情報

み）、また入職期の社会意識は65年データで跡

（求人票）の操作・選別をおこなった。すなわ

付け、その後の職歴の変遷は95年データで追う

ち、求職が都市部の大企業に集中することを避
けるために、
「回付されてきた求人票を選別し、

ことができる。
以下では、次の手順で分析をすすめる。すな

〔その地域で〕求人面で実績のない都市企業・

わち、1965年と95年のSSM調査データから1936

中堅規模企業からの求人票は公開せずにそのま

年‑45年と1946年‑55年出生コーホートを取り出

ま送り返し、あるいは地元企業や零細企業の求

す（ただし、65年SSM調査からは1936‑45年出

人が確保された後でその一部を公表する」とい

生コーホートのみ）。この出生コーホートは15

った方策をとった、とされる（加瀬, 1997 ; 134,〔〕

歳（中学卒業）を1951年から70年の高度経済成

内引用者補足）。農山漁村から都市部の零細企

長期に経験している（65年調査の時点では20‑
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29歳、95年調査の時点では40‑59歳）。そして、

これに対して、男性の場合、地方残留者では農

このコーホートの中卒就職者を、その義務教育

業、都市部出身者では自営ブルーへの入職が多

終了地から大都市圏（東京・神奈川・千葉・埼

いことが特徴となっている。また女性では、都

玉・愛知・京都・大阪・兵庫）出身者と地方出

市部出身者で専門職入職が多いものの、それ以

身者（それ以外の道県出身者）に分ける。さら

外には大きな差異もみられない。

に地方出身者は、初職就業地から大都市圏就業

他方、表7には1995年のSSM調査データから

者（都市移動者）と地元残留者に分ける。この

初職入職経路を示した。男性の場合、都市移動

手順によって抽出されたサンプルは男女合計

者は学校経由（求人票は職安から学校を通じて

304名になるが、その構成は表5に示した（なお

配布されていた）が他に比べて多い。また同郷

95年調査には女性も含まれるが、65年調査は男

の知人を介した縁故就職も都市部出身者に比べ

性のみである）。

ると多くなっている。これに対して、都市部出

1）

次に表6には、この出生コーホートの初職を

身者では家族・親戚の紹介といった縁故採用が

移動類型別に示した。このコーホートの初職で

多くなっている。他方、女性では都市部出身者

は、中小企業ブルーカラーが多いが、都市移動

でも学校経由が最も多い。また都市移動者では

者では男女とも地方残留者や都市部出身者に比

学校経由に次いで学校・親戚の紹介といった縁

べて、中小ブルーに入職した者の比率が高い。

故入職が多い。また男性に比べると、同郷の知

表５

集団就職世代の標本構成

表６

（人）

移動類型 と 本人初職

なお、移動類型には、これ以外に「都市部から地

かなりの数の「集団就職者」が含まれていると考え

方への移動者」があるが、今回の比較対象にするに

られるが、後ほど事例でみるように縁故による就職

は数が少ないので省略した。また、
「地方から他の地

者もみられるので、両者はまったく重なるわけでは

方への移動者」も数が少ないので、地方残留者に含

ない。

１）

めている。なお、ここでいう「都市部移動者」には
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人を介した縁故就職はまったくみられない。先

歳の初期キャリアにおいては、都市移動者の転

にも見たように集団集就職者は学校・職安経由

職回数の平均が1.4回と地方残留者や都市出身

が多いと言われてきたが、男女で入職経路に違

者に比べてやや多いが、49歳までの転職回数は

いがあった可能性もある。

むしろ都市出身者で多くなる。他方、女性の場

では次にその後の職歴の展開をみてみよう。

合、49歳まででも59歳まででも転職回数の平均

表8は1965年SSM調査データから男性1936年‑45

が地方残留者や都市出身者に比べてやや多い。

年出生コーホート（調査時点で20‑29歳）およ

では、初職と第２職はどのような関係にある

び1995年SSM調査から男女1936年‑45年出生コ

のだろうか。表9には、転職を経験した男性に

ーホート（同40‑49歳）と1946年‑55年出生コー

ついて初職と第２職との関係をみたものであ

ホート（同50‑59歳）での転職回数をみたもの

る。まず地方残留者と都市部出身者の場合、初

である。これによって、高度成長期に入職した

職・中小ブルーでは大企業ホワイトから農業に

中卒世代の15歳から29歳まで、49歳まで、59歳

わたって幅広い職業へと転職がみられる。これ

までの転職の状況がわかる。

に対して、都市移動者の場合、中小ブルーで入

表8からみて、まず男性の場合、15歳から29

職した者は、同じ中小ブルーのなかで転職をし
ている点が、地方残留者と都市

表７

初職入職経路（1995年SSM調査：複数回答）

部出身者と異なっている。これ
らの者に比べると、転職に有利
な社会関係資本（Granovetter,
1995=1996））に恵まれない都市
移動者は、縁故などを頼って自
営やホワイトに転出する道を阻

表8 転職回数

まれているといえるだろう。こ
うした点からも、都市出身者は、
農村や地方の小都市出身の者よ
り社会的上昇が容易であるとい
うリプセット＝ベンディックス
表9 初職から第２職への転職（男性）
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職していることがわかる。
こうして集団就職者を含む都市移動者は、従

他方、初職から転職するまでの期間にはどの

来からも指摘されてきたように、男女とも地方

ような差異があるだろうか。表10には男女別・

残留者や都市部出身者に比べて、学校・職安経

移動類型別に初職から第２職までの継続期間の

由で大都市圏の中小・零細企業のブルーカラー

平均と標準偏差、また１年以内に転職した比率

に入職した者が多く、また転職もホワイトカラ

と５年以内に転職した比率を示している。これ

ーや自営に上昇する機会に恵まれていない。彼

によると、男性の場合、初職にとどまった期間

らは長距離の移動によって地縁・血縁や家族の

は、都市出身者でいちばん長い。ただし、標準

支援を欠き、都市部で転職に有利な社会関係資

偏差は大きく、とくに１年以内に転職する率が

本（Granovetter, 1995=1996）を剥奪されてい

他に比べて多い。これに対して、都市移動者で

ると考えられる。また特に女性においては、短

は初職継続期間は地方残留者とほとんど変わら

期間に多くの転職を繰り返す者が多い。その背

ないが、標準偏差はもっとも小さい。ただし、

後には中小・零細企業における劣悪な労働環境

５年以内の転職の率は３つの類型の間にほとん

があることは容易に想像される。

ど差はない。他方、女性の場合、都市移動者で

では、こうした都市移動者が、この当時、ど

もっとも初職継続期間が短く、標準偏差も小さ

のような職業観や社会意識をもっていたのだろ

い。そして、１年以内の転職率で見ても、５年

うか。以下ではまず1965年データ（男性のみ）か

以内の転職率でみても、もっとも短い期間で転

ら、彼らの意識における特徴をさぐってみよう。
表11は、
「現在いちばん望んで

表10 初職から第２職までの期間

いる仕事」の条件を聞いた結果
を示している。これによると、
都市移動者は、他に比べて「高
い収入を得られる」
「失業の恐れ
のない」仕事を何より望んでい
る。都市下層を生きる彼らにと

表11 移動類型別の望ましい仕事の条件（1965年SSM調査）

っては、
「仲間と楽しくできる仕
事」や「能力を発揮できる仕事」
よりも、まずは失業することな
く、収入が確保できる仕事が望
まれている。また転職について

表12 移動類型別の転職志向（1965年SSM調査）

は（表12）
、都市移動者には零細
企業の劣悪な労働条件下で働く
者が多いにもかかわらず、
「今の
仕事より良い条件であれば、い
つでも変わりたい」というより、
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「今より良い条件があっても変わりたくない」

協力しなければならない」と考えている者が多

という定着志向の者の方が多い。良い条件を求

い。変革志向（「圧迫されている階級のない社

めての転職志向は、むしろ都市部出身者の方が

会」を実現する方法）については（表14）、他

強い。このことからすると、さきに15歳から29

に比べて「議会を通じてだんだんに良くする」

歳の初期キャリアにおいては、都市移動者の転

が少なく、「個人的な努力をつみかさねて直し

職回数の平均が1.4回と地方残留者や都市出身

ていく」という者が多い。

者に比べてやや多いことをみたが、実際には都

階層帰属については（表15）は、「中の下」

市移動者は意識においては定着志向が強いにも

が半数以上を占めるが、他に比べて「中の上」

関わらず、転職せざるをえない状況、すなわち

が少なく「下の下」が多い。階級帰属意識（表16）

劣悪な労働条件にあることが推測される。

では他の移動類型と同じく「労働者階級」がも

次に、社会意識に関しても、都市移動者はど

っとも多い。

ちらかといえば保守的な考え方をもっている者

このように高度経済成長期に地方の中学校を

が多い。労働者階級と資本家階級との関係につ

卒業して都市部の下層ブルーカラーに入職した

いては（表13）、その「利害は全く相反してい

若者たちは、失業の恐れがなく高い収入が得ら

るから、あくまでも戦わなければならない」と

れる仕事を望み、中小・零細企業の劣悪な労働

する者は、地方残留者に比べても少なく、両者

条件にもあるにもかかわらず職場に定着するこ

の利害は「結局においては一致するものだから

とを重視し、個人の堅実な努力で社会を改良し
ようと考えていた。ここには日

表13 移動類型別の労資関係への態度（1965年SSM調査）

本の「立身出世主義の底辺」と
も言うべき「金次郎主義」（見
田, 1967=1971 : 189）を見出すこ
とができる。それは、低学歴の

表14 移動類型別の社会への変革志向（1965年SSM調査）

「多くの民衆のうちからも、能動
的なエネルギーをたえず開発し
つつ、しかもこれを、体制の秩
序のうちにたえずとじこめてお
こうとする」二重の要請に適合

表15 移動類型別の階層帰属意識（1965年SSM調査）

するものであったと言えるだろ
う（見田, 1967=1971 : 189）
。
実際、この当時、岩手県出身
の集団就職者を追跡調査し、そ

表16 移動類型別の階級帰属意識（1965年SSM調査）

の職業意識を調べた調査（松
浦 ・ 菊 池 ,1968） に お い て も 、
「人生における努力の意義」を尋
ねられた集団就職者は、
「努力次
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第でよい人生が開ける」と答えた者は、76.3％

これによると、初職（表6）と同様、男女とも

（男子78.1％、女子74.3％）にのぼり、「努力は

また移動類型にかかわりなく、中小ブルーがも

無駄」とした者は6.4％（男子7.1％、女子5.5％）

っとも多い。さらに、男性の場合、地方残留者

にすぎない（残りは「その他・わからない」）。

には自営ブルーが、また都市部出身者には大企

ここにあるのは、「東北出身者の倫理的職業観

業ブルーや自営ホワイトがある程度みられる

●

●

と努力に対するオプティミズム」（小川・高沢,

が、中卒で都市部へ移動した者にはこれらの階

1967 : 45、傍点原文）であるともいえよう。さ

層に移動した者は少ない。都市移動者では中小

らに、日本青年館の調査（日本青年館調査研究

企業ホワイトが比較的多く、地方出身の中卒者

室, 1963）では、大都市部（東京都大田区・名

の階層移動はこれが限界であったかもしれな

古屋市南区）における青年の「出世観」を「中

い。とくに自営への進出には、それなりの社会

卒勤労青年」「定時制高校生」「全日制高校生」

関係資本に加えて、資金が必要であったから、

にわけて集計しているが、ここでも「中卒青年」

そうした資源を欠いた地方出身の低学歴層が都

が「出世」の条件としてあげているのは、高校

市部で自営となることは難しかった。

生に比べて「努力」や「才能」「人柄」といっ

その一方で、この時期、集団就職した若者に

た「個人的要因」が多く、「学歴」や「父母の

は、佐藤（粒来）
（2004）のいう「生業の世界」

社会的地位・財産」、「縁故」といった「社会

の世界、すなわち自営業への憧憬が強かったと

的・経済的要因」をあげる者が少なかった（小

される。出身の多くを占めた農業が創意工夫の

川・高沢,1967:133）
、とされる。

できる自律性の高い職業であったのに対して、

����

ブルーカラーの仕事は制約が多い。また住み込
４．集団就職世代のライフコース

みの長時間労働にもかかわらず、賃金も低かっ

このように1960年代に大都市圏に入職した地

たが、その一方で「手に職」をつければ独立自

方出身者は、日本の高度経済成長を下支えする

営も不可能ではなかった。加えて不利な条件で

労働者となった。その後、この世代はどのよう

も修業を積めば、雇用先の経営者の負担で独立

なライフコースをたどっただろうか。1995年

がかなう「のれん分け」をさせるという慣行も

SSM調査において、この世代に当たる1936年‑

戦前はあった。それが不利な労働条件のもとで

45年と1946年‑55年出生コーホートから中学卒

の若年労働者の勤労意欲（すなわち「金次郎主

業者をとりだし、その現職を移動類型別にみた

義」）を支えたのである。しかし、高度経済成

ものが表17である。これは1995年時点で40歳か

長期に新規開店の費用が高騰したために、「の

ら59歳における現職を示していることになる。

れん分け」は事実上、不可能になった。それに

表17 移動類型別到達階層（1995年SSM調査）
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代わる制度として退職金制度が採用されたが、

志向から、新たな独立自営の道として飲食業や

その退職金の額も都市部で独立自営の「生業の

理美容業などをまだ夢見ていたのである。
「
「手

世界」に入るためには完全に不足していたとい

に職を」という強烈な発想は、大工、左官であ

う（佐藤（粒来）
, 2004 ; 228）
。

ることを要しない。･･･（中略）･･･「喰いっぱ

����

しかし、小川ら（1967）が岩手県北部から集

ぐれのない」技能をつけることが問題なのだ。

団就職した若年労働者を対象に行った追跡調査

理容師・美容師、寿司・中華職人などは現象の

によると、この若者の多くは、就業後10年たっ

違いでしかない」
（小川・高沢, 1967 : 35）
。

ても、「手に職」をつけ独立自営となることを

小川ら（1967 : 64‑69）は、こうした集団就職

依然として夢見ていた。男子では飲食店・小売

者における独立自営志向が、
「石の上にも３年」

店・理容店、女子では洋裁店・美容店などを開

といった「東北出身者の倫理的職業観と努力に

業するという夢である。その背景にあるのは、

対するオプティミズムの処世訓」（小川・高沢,

小川ら（1967 : 34‑35）によると、調査地となっ

1967 : 45、傍点原文）にもとづくものであり、

た岩手県北部が、もともと半農型の大工・左官

とくに職人型労働者と技能型労働者に顕著にみ

が多い地域で、彼らがそうした親を役割モデル

られるとする。ただし、この「手に職」という

としていたことがあった。この親世代は、戦前

努力志向においては、自立への志向性との関連

の昭和恐慌や凶作、戦争や戦後の混乱期を経験

において「転職」に対して異なる態度がみられ

するなかで、離村しても帰村しても生きていく

るという。それによると、職人型労働者（男子

ために「手に職」をつけるという独自の職業意

では大工・左官、料理人などの見習い、女子で

識を形成してきた。すなわち「この地域には、

は理美容師・洋裁師見習い）では、「手に職」

おどろくほど半農型の大工・左官が多く、離村、

による「成功」の目標が「徒弟修業の受容」と

帰村ともにこの「技能」によって潤滑油と安全

いう「辛抱」を経て、「自分の店をもつ」とい

弁を与えられている。つまり、出るに出易く、

う伝統的な「親方的小生産者（小零細工場・商

帰るに帰り易い。しかも、その賃率は、農業労

店経営者）への転化」を意味していた。そのた

働と他産業不熟練労働の循環を繰り返している

めには、職業技能をあげることと同時に開店資

場合より数等よい」
（小川・高沢, 1967 : 34）
。

金が必要なので、現在の勤め先からの「のれん

●

●

ただし、戦後はこうした「手に職」をつけさ

分け」か、それが不可能な場合でも資金援助を

せる伝統的な親方‑徒弟制度は崩壊しており、

期待する。そこで、現在の雇用主からの信頼を

弟子入りしても習得できる技能は限られていた

えるために、転職に対して否定的な態度をとる。

ので、帰村しても独立自営どころか副業にもな

これに対して、技能型労働者（男子の旋盤工・

らなかった。また実際にこの時期、農村部にく

印刷工見習い、女子の看護師見習いなど）と一

る求人も、「手に職」志向の若者の希望にこた

部の職人型労働者にとって、「手に職」による

える技能職よりも、製造業の単純労働が多かっ

「成功」の目標は、技能そのものを磨くことに

た。そこで、学校や職安は近代的な職業訓練の

あるので、むしろ積極的に転職を志向し、異な

できる工場勤務を勧めたが、彼らは都市で工場

る職場で「腕を磨いていく」というのである。

に就職後もずっと親から引き継いだ「手に職」

しかし、両者の「手に職」意識に共通するのは、
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「学歴」への対抗意識であるという。彼ら彼女

の店をもつ」ことによる生活の安定を図ったこ

らのなかには、出身背景の貧しさに加えて中学

とになる。しかし、自己資金だけでは開業に不

校卒業時の成績の悪さから「学歴」を断念し、

足し、親戚や同業者組合から資金を借り入れて

集団就職という「自己選抜」
（苅谷, 1986）をし

いるので、その返済のために長時間労働を強い

ている者が少なくない。そこで、「彼らは“手

られることになる。さらに技術革新の流れの中

に職”の自信をもち、
“自分の店・自分の職場”

でさらに「腕を磨くため」の努力はその後も欠

での「実力」をもつにつれて、店と職場のせま

かせない。加えて、自営業であるがゆえに景気

い世界で「学歴」に反逆する」（小川・高沢,

変動の影響をより直接的にうけることになる。

1967 : 68）のである。すなわち、「職業の面に

したがって、彼らは「人に使われるのはいや」

おける「見習」の段階→「手に職」の段階→

という動機から自営独立を実現したが、それは

「自分の店・自分の職場」の段階と、
「学歴」意

「経済的・社会的動向の影響をもろに受けるだ

識の面における「劣等感」の段階→「競合感」

ろう〔という〕
「前提」のうえに築かれた自由」

の 段 階 → 「 優 越 感 」 の 段 階 」 と が ･･･（ 中

（遠藤,1989:258,〔〕内引用者補足）であり、そ

略）･･･照応しながらすすんでいく」
（小川・高

の生活は自営への転出の際にめざした「安定し

沢, 1967 : 67）のである。こうして学歴への対

た生活」には程遠いものであった。

抗意識は、「手に職」による独立志向にみられ

実際、1995年SSM調査のデータからみても、

る努力信仰（
「金次郎主義」
）の源泉ともなる。

この時期、地方から中卒で都市部の中小ブルー

しかし、この調査対象者をさらに20年後に追

カラーに入職した者は16名いたが、そのうち95

いかけた第三次の調査研究（遠藤,1989）によ

年の時点で自営ブルーに移動した者は１名だけ

ると、集団就職者のなかで転職しないで「自分

であった。その男性は、SSM調査データの職

の店」をもった者はいないという。すなわち、

歴・学歴・家族歴その他の項目から再構成して

実際には「自分の店」をもてたのは、転職を否

みると、次のようなライフコースをたどっている。

定してきた職人型労働者ではなく（というより、

まず、この男性は、1947（昭和22）年に東北

この追跡調査では自立志向の職人型労働者の対

地方の山村に６人きょうだいの三男として生ま

象者が当初から少なかったこともあり、第三次

れた（1995年時点で48歳である）。1913（大正

調査では１人も捕捉していなかった）、転職に

２）年生まれの父親は旧制尋常小学校卒業で、

よって「腕を磨く」ことを志向していた技能型

林業関係の被雇用者として100人未満の企業で

もしくは職人型労働者であった。彼らのライフ

作業者をしており、役職はなかった。母親は

コースをみると、当初は製造業や飲食業で働い

1912（大正元）年の生まれで、やはり旧制尋常

ていたが、「人に使われるのはいや」といった

小学校卒業で、農業をしていた。

理由から転職し、「自分の店」をもつことを志

新制中学では成績は「下の方」だったが、こ

向し始めたことがわかる。そして、彼らは「腕

の中学を卒業した後、家族・親戚の紹介で東海

を磨くための転勤」を重ね、自分の腕に自信が

地方の零細（従業員５名未満）の製造業に、光

つき、自己資金も蓄えられた段階で、「家族を

学・精密機械器具の組み立工として就職した。

養う」という生活課題を契機に独立し、「自分

とくに資格は持っていない。しかし、その年の
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うちに、従業員が30人以上いる鉱業関係の中小

聞は「週に一回以上読む」ことがある。個人収

企業に運転手として転職した。その後、18歳の

入は200万円くらい、世帯収入は400万円くらい

とき、同じ規模の小売店・卸売もしくは飲食店

である。そして、現在の生活には「満足してい

の運転手となった。そして、19歳で1939（昭和14）

る」ものの、世の中は「あまり公平ではない」

年生まれの妻と結婚した。8歳年上の妻は新制

と考えている。新進党や「新党さきがけ」がで

中学を出て、結婚当時、家業の農業をしていた。

きた1991年頃も、また現在（1995年）も自民党

その後、男性は23歳で零細の建設会社で発電の

を支持している。

業務に移った。そして、1977年、30歳のとき自

この男性の場合、都市部の中小ブルーカラー

分で土木建築の請負をはじめ（この間に故郷に

から出発して転職を繰り返したのちに、出身地

戻っている）、現在は、この土木建築で従業員

に戻ることによって独立自営の道が開けた稀有

数名を雇って仕事をしている。他方、妻は現在

な事例とみることができる。彼が独立自営とな

は農業をしている。

った年には３番目の末子が小学校にあがってい

子どもは３人おり、いちばん上は32歳、末子

る。したがって、この男性の場合も、遠藤（1989）

は24歳である。子どもたちは中学・高校を卒業

が指摘したように、家族生活の安定が独立自営

後、いずれも学校に行っていない。同居家族は、

の契機となっている可能性が高い。こうして、

妻のほか結婚している息子とその妻、孫、未婚

この男性は「金次郎主義」
（見田, 1967）あるいは

の子どもの６名である。民間の借家またはアパ

「東北出身者の倫理的職業観と努力に対するオプ

●

●

ートに住んでいる。自分の生活は「下の下」と

ティミズム」
（小川・高沢, 1967 : 45、傍点原文）

思っており、「まごまごしていると他人に追い

を地で行くような禁欲的な信念をもってそのラ

抜かれるような不安」を感じるが、「もっと多

イフコースをたどってきたことが窺える。だた

く手にするよりも、これまで獲得してきたもの

し、現在の仕事をとりまく状況も、かなり厳し

を維持することが大切である」と考えている。

いものがあると考えられる。
「人に使われる仕事」

また「自分の仕事のために家庭や私生活を犠牲

から解放され、
「家族を養う」ために入った独立

にしていることが多い」と思っており、「仕事

自営の道ではあったが、その代償が「まごまご

のほかに心のよりどころとなるような趣味」は

していると他人に追い抜かれるような不安」と

もっていないが、「将来のために節約・努力す

いう生活の不安定さであったとみることもできる。

るより、今の自分の人生を楽しむようにしてい
る」
。また、
「センスのよい趣味や振る舞いには
心がける」ことはないが、「人とのつきあいや

５．むすび：高度成長と若者
「Always 三丁目の夕日」に見られるように、

人間関係を幅広くするようにしている」。最近

最近、1960年代を中心とした昭和の時代に対する

は、テレビをみたり、余暇や趣味のために自由

関心が高まっている。それは、この映画のヒッ

に使える時間は「あまりない」。クラシックの

トにみられるように、年長世代のノスタルジア

コンサートや美術館に行くことは「ここ数年し

だけでなく、現代の若者の関心も引きつけてい

たことはない」し、カラオケやパチンコに行く

る。橋本（2009 : 117）は、その原因をこの時代

ことも、小説を読むこともないが、スポーツ新

のある種の「明るさ」に求めている。ここでい
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う「明るさ」とは、東京オリンピックの開催や

こうして1960年代は「格差拡大から縮小への転

東京タワーの竣工といったイベントだけでなく、

換期にあたってはいたが、基調としてはまだ格

高度経済成長によって生活の豊かさが増す一方

差が大きく、後の格差拡大につながる要素が形

で、階層（階級）間格差がこの時期、戦後では例

成された時期でもあった」
（橋本, 2009 : 122）
。

外的に縮小していたことに求められる、という。

とくに1960年代の後半には地域間の賃金格差

橋本（2009 ; 117‑121）によれば、高度経済成

は拡大しつつあった。こうしたなかで、「集団

長にともなう労働力不足は初任給を引き上げ、

就職」に象徴されるように、多くの若者が地方

とくに高校進学率の上昇によって不足が深刻化

から都市へと大量に移動したのである。その背

し、「金の卵」と呼ばれるようになった中卒労

景には、先に見たように、この時期の労働力不

働者（男子）の初任給は、1960年から70年にか

足に対応しようと、学校と職安・企業の「制度

けて5,900円から23,800円へと４倍以上になっ

的リンケージ」を形成し、労働市場支配力を強

た。そして、企業はこの初任給にあわせて全体

めた労働行政の動きがあった。しかし、その結

の賃金体系を調整したので、年齢間・学歴間の

果、都市部の下層労働力となった若年層は、本

賃金格差も縮小した。また人手不足の深刻な中

稿でもみてきたように、出口なしの底辺に滞留

小企業は労働力確保のために賃金を上げざるを

することになった。彼ら・彼女らの「金次郎主

えなかった（そして、高度成長によって中小企

義」にもとづく刻苦勉励は日本の高度経済成長

業にも労働力に投資する余裕があった）ので、

を下支えしたが、そのライフコースは困難を極

企業規模による賃金格差も縮小した。また農家

めたのである。橋本（2009 : 131‑135）が当時の

と被雇用者の収入格差も、60年代後半に米価が

日活映画を引証しながら指摘するように、若者

引き上げられたことと兼業化が進んだことで縮

には地域間（都会と農村）での格差だけでなく、

小した。

都市の内部にも若者のどうしの格差（地方出身

こうして高度経済成長は、収入の増大だけで

の下層労働者と都市部出身の大学生など）があ

なく、労働力不足を動因とした格差の縮小をも

ったとみるべきだろう。こうして「続く七〇年

たらした。しかし、その一方で、この時期にそ

代、巨大な格差構造に分断された若者たちは、

の後の「格差の遠因」（橋本, 2009 : 121）も形

それぞれに異なる形で「中流社会」の到来を迎

成されはじめていた、とされる。それはまず第

える」
（橋本, 2009 : 135）ことになるのである。

一にホワイトカラーとブルーカラーの間の賃金
格差、また企業規模による格差がまだ残存して
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