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な生活水準の上昇から社会の

して次のように述べている。

ルトヘイトともいうような理

の形成は，イギリスの階級政

グループから区別されるだけ
）

者の一人になった。

サッチャー政権の経済政策に

最底辺に取り残されたグルー

「彼ら（「アンダークラス」 筆

解しがたい形態のもとで，生

治において，分水嶺を示して

ではなく，より重要なことに

よって，階級分化が促

プ，「アンダークラス」

者注）は，政治的，社会

活している。こうして，

いる。今日では，最貧

，労働者階級からさえ

も区別されてい

そして，

とした。第一の

である。さらに

く失業者になる

やはり長期的に

る」。

はこの「アンダークラス」

グループは，長期的に社会保

，この長期失業者のグループ

若年層と，長期間就労してい

福祉制度から脱することのな

を，主に次の三つのグループ

障制度から脱することのない

は，学校制度を退出してから

ない高年齢層からなるとする

いシングルマザーである。第

により形成されている

長期失業者のグループ

一度も就労することな

。第二のグループは，

三のグループは，職種

（ ）



年金（

）に頼

によ

イギリスにおける

）を受給できず

って生活している年金受給者

る「アンダークラス」の定義

「アンダークラス」の形成（伊藤）

に，老齢年金（

である。

は， の定義と長期失

）と所得補足（

業者およびシングルマザ

ーを含めてい

ている点，お

に労働能力を

ならない年

「アンダーク

念になり，結

補助などの福

る点で同様であるが，

よび年金受給者を含めてい

持ち雇用政策の対象となる若

金受給者を一つの概念でとら

ラス」が構成されることにな

局「アンダークラス」を構成

祉給付を長期的に受給し，こ

よりも，その形成の原因と

る点で異なっている。しかし

年失業者および長期失業者

えようとしており，多様な属

っている。その結果この概念

するグループ間の共通性は

れら制度の中に固定化され

して社会的要因を強調し

， の定義は，本来的

と，雇用政策の対象者とは

性を持つ諸グループから

自体が曖昧さを持った概

，単に社会保障給付や所得

ている階層ないしはその可

能性の高い階

失業者，長期

無やその内容

クラス」概念

これに対

に限定して

者を

を批判し，

層となってしまう。現にブレ

失業者，シングルマザーなど

は，対象者の属性にあわせ

は，多分に曖昧さを残した概

して， の定義は

おり， の定義よりも対象

の言うように福祉制度に依存

その意味で のいう「

ア政権のもとで行われてい

の多様なグループを対象と

て大きく異なっている。この

念であり，対象の厳密化と

「アンダークラス」を，若年失

が限定されている。さらに

した自主的な選択としての失

アンダークラス」は存在せず

るニューディールは，若年

しているが，罰則規定の有

ように の「アンダー

内容の精緻化が必要である。

業者を中心とした失業者

は，若年失業

業者としてとらえること

，むしろ「脱工業化（

問題，つまり

これは，

人々によって

ように「アン

摘する「アン

の特徴を受け

）」による労働市場の変化や

社会的排除の状態におかれた

もともと「アンダークラス」

使われる言葉であり，左派に

ダークラス」という言葉は非

ダークラス」の特徴自体は各

入れたのである。ただし左派

福祉制度の変化などの相互作

人々としたのである。

という言葉自体が，福祉制度

属する人々はこの言葉を使

常に政治性を帯びた言葉で

種社会調査などから観察で

はこのような特徴を持った

用によって生み出された

を批判するために右派の

うことを避けてきた。この

あった。しかし，右派が指

きる事実であり，左派もこ

失業者が生み出された要因

として，社会

クラス」をめ

た不道徳な階

違である。

日本語文献

問題に言及

イギリス社会

的，経済的変化によって生み

ぐる二つのアプローチとは，

層と捉えるのか，それとも社

として「アンダークラス」を

したものとして，佐貫浩（

を特徴づけていた労働者「階

出された側面を強調するの

若年失業者を中心とした失

会的排除の状態におかれた

取り扱った文献は少ないが

）がある。佐貫はサッチャー

級として文化と連帯」，「宗

である。つまり「アンダー

業者を，福祉制度に依存し

人々であるとするのかの相

，教育政策の立場からこの

政権によって，それまで

教的連帯」，「伝統的家族」

「福祉社会」

る。「好景気

会構造が，そ

の所得階層が

に，人間とし

できない一群

などが急速に解体され，「アン

の裏で進行しているアンダー

の大きな引き金になっている

，数％から二〇％へ上昇した

て生きる力，ヒューマニズム

の社会集団が形成されるシス

ダークラス」が形成された

・クラスの拡大は，サッチャ

。サッチャー改革以降，イ

。これは単なる階級格差の

，民主主義，そして社会で

テムが成立していることを

として次のように述べてい

ーリズムが作り出した社

ギリスでは貧困ライン以下

問題ではない。社会の底辺

要求される労働能力を獲得

示している
）
」。

（ ）



そして佐貫は

仕事を持たない

等教育資格試験

立命館経済

，教育政策の立場から「アン

親の元で育っている点，毎年

（

学（第 巻・第２号）

ダークラス」形成の指標と

万人の生徒が，義務教育終

）におい

して， 万人の子供が

了時に受験する一般中

て，合格レベルをとれ

ないまま卒業し

困難となって，

以上述べてき

った「アンダー

では，各論者に

用政策との関わ

期失業者が身に

ている点などを指摘している

イギリス公教育の荒廃の一因

たように，現在イギリスにお

クラス」をめぐる議論が盛ん

よって，「アンダークラス」

りで述べるならば，「アンダ

つけている新たな特徴をめぐ

。さらにこの「アンダークラ

になっていると指摘している

いてはこれまでの「労働者階

に行われている。「アンダー

の対象もその規定も異なる。

ークラス」とは 年代以降

る議論であるといえる。この

ス」の形成が，教育の

。

級
）
」像から大きく異な

クラス」をめぐる議論

しかしブレア政権の雇

現れた若年失業者，長

特徴とは，各論者によ

って強調する側

点，就労意欲を

働者階級」像と

ような特徴を持

働経験を強調す

る。

面が異なるが，「リテラシー

欠き長期間社会保障制度の中

は異なる価値観（ ）や

つ若年失業者，長期失業者が

るニューディールを，政権の

」「ニューメラシー」などの基

に固定化している点，そして

諸活動（ ）を身につけ

増大したために，ブレア政権

「中核政策」として実施せざ

本技能が欠如している

彼らがこれまでの「労

ている点である。この

は基本技能の習得や労

るを得なかったのであ

これまでは，

からは の

議論を手がかり

レア政権のもと

ていくためであ

「アンダー

「アンダークラス」をめぐる

議論を手がかりに，「アンダ

とするのは，ここで示される

でニューディールをはじめと

る。

クラス」形成の背景

議論，「アンダークラス」の特

ークラス」形成の背景につい

彼の議論や「アンダークラス

する「アンダークラス」に対

徴をみてきたが，ここ

て述べていく。 の

」に対する認識が，ブ

する諸政策へと発展し

は，「ア

げている。第一

未熟練者，低学

この階層分化は

の高まりと上昇

この階層分化の

低賃金，不安定

ンダークラス」を生み出し

の要因は， 年代に生じた

歴者に対して集中するという

オイルショック後，「労働者

移動の機会増大が同時並行的

進展を補完したものとして，

雇用を特徴としたパートタイ

，それを固定化させている要

失業の増大である。しかもこ

特徴を持つ。第二の要因は階

階級」から「アンダークラス

に生じたことからもたらされ

教育制度改革の役割を指摘し

マーやテンポラリーワーカ

因として次の六点をあ

の失業の増大は，特に

層分化の進展である。

」への下方移動リスク

たとしている。さらに

ている。第三の要因は，

ーの増大，「第二次労働

市場（

る税制と社会保

の民営化などに

よって自らの資

得なくなった。

を受給できない

）」の拡大であ

障制度の相互作用である。第

よってもたらされた，富の偏

産価値を高め，購入できない

第六の要因はサッチャー政権

層は，年金受給者になっても

る。第四の要因は就労へのイ

五の要因は，サッチャー政権

在である。つまり，住宅を購

人々は貧しい居住環境の公営

が行った年金改革である。こ

貧困から抜け出せないことに

ンセンティブを失わせ

時に行われた公営住宅

入できる層は持ち家に

住宅にとどまらざるを

の改革により職種年金

なったと指摘している。

（ ）



は，

のうちの三点

た労働市場に

イギリスにおける

「アンダークラス」を生み出

までが，オイルショックを契

関連した要因である。この労

「アンダークラス」の形成（伊藤）

し，それを固定化させる以上

機とし，そして 年代の

働市場の変化は「アンダー

の六点を指摘したが，そ

大量失業のなかで，変化し

クラス」形成を論じた他の

論者も，ほぼ

第二次世界

は個別地域に

を契機に動

る。このオイ

業構造・職種

年のイ

言及する要因であり，「アン

大戦後，イギリス労働市場は

おける局所的な問題にしかな

揺し， 年には失業率 ％

ルショックを契機に生じたイ

構造からみると次のことがい

ギリスの産業構造は，産業

ダークラス」形成において重

失業率１―２％台の「完全

らなかった。しかし「完全

，失業者 万人を超える大量

ギリス労働市場の変化を，

える。

別従事者数でみると，約 万

要な要因とされている。

雇用」を実現し，失業問題

雇用」も，オイルショック

失業時代を迎えたのであ

労働力需要構造，つまり産

人，全体の約 ％の人が

製造業に従事

従事者約

の 年間に

た。この製造

る。

同様の結果

アル」と「工

高賃金を特徴

していた。しかし，オイルシ

万人，全体に占める割合が約

製造業に従事する人々は約

業従事者の減少に変わって拡

は職種構造の変化からも確認

場および機械操作員」が大き

とする「マネージャーと管理

ョック，大量失業を経験す

％まで低下した。このよう

万人減少し，全体に占める割

大したのが，金融業なども

でき，製造業関連職種であ

く低下し，変わって増加し

者」，「プロフェッショナル

る中で， 年には製造業

に 年から 年まで

合もほぼ半減するに至っ

含むサービス業従事者であ

る「クラフツと熟練マニュ

た職種が高技能・高学歴・

」職種と低技能・低学歴・

低賃金を特徴

労働市場は，

雇用を提供し

徴とした職種

行したのであ

この労働市

して企業外に

とする「個人および保守サー

オイルショックを契機として

ていた製造業種が解体され，

と，低技能・低学歴・低賃金

る
）
。

場の二極化が進行する中で，

排出され，代わって増大した

ビス」と「販売職種」であ

，フルタイム雇用で比較的

金融業などに代表される高

，そして不安定雇用を特徴

これまで製造業に雇用され

サービス業に吸収されたの

った。このようにイギリス

賃金水準も高く，安定した

技能・高学歴・高賃金を特

とした職種への二極化が進

ていた男性がまず失業者と

は，かつて製造業種に雇用

されていた男

に雇用され

ある。

しかし，仮

に限定されて

心に議論され

現在も，「ア

性ではなく，これまで非労働

ていた男性は，失業の長期化

に「アンダークラス」がこの

いたのならば，結局は一時的

ることはなかったであろう。

ンダークラス」として再生産

力化していた女性であった

を通して，「アンダークラス」

年代に生じた製造業種

な問題であり， 年たつ現

つまり一旦成立した「アン

されているのである。言葉を

。ここからこれまで製造業

へと転落していったので

から排出された男性失業者

在のイギリスにおいて，熱

ダークラス」は， 年たつ

換えるならば，労働市場

の分極化は，

ークラス」へ

ダークラス」

や「ステイタ

この「ニ

「継続教育（

製造業種から失業者を生み

新規に，そして継続的に流入

へと流入するルートが，「ニ

ス・ゼロ（ ）」とよ

ート」や「ステイタス・ゼロ

）」過程へ進学

出しただけではなく，景気循

するルートを作り出したの

ート（

ばれる新規学卒無業者である

」と呼ばれる若年層は， 歳

もせず，労働市場へ参加もせ

環に関わりなく，「アンダ

である。この新規に「アン

）」

。

時の義務教育終了後に，

ず，そして各種訓練制度

（ ）



へ参加しない若

しかし，この

関連統計にも補

立命館経済

年層のことであり，現在では

「ニート」や「ステイタス・ゼ

足されにくく，その実態をめ

学（第 巻・第２号）

― 歳の年齢層の約一割を

ロ」と呼ばれる若年層は，教

ぐっては議論があり
）
，またこ

形成しているとされる。

育関連統計にも，労働

の問題は，特定の地域

や学校，エスニ

らに ― 歳時

態になりやすい

この「ニート

（ ）は次のよ

教育・職業訓練

税金納入者では

ックマイノリティーなどの特

点で「ニート」や「ステイタ

ことが報告されており，深刻

」や「ステイタス・ゼロ」

うに述べている。「のちの

参加の見通しも低く，長期的

なく政府の様々な社会福祉給

定のグループに集中的に生じ

ス・ゼロ」を経験したものは

な問題とされている
）
。

と呼ばれる若年層に対して

才時点での失業の可能性が高

キャリア形成の可能性は低い

付金受給者になる可能性も低

る問題であること，さ

， 歳時点でも失業状

，日本労働研究機構編

いことが示すように，

。将来長期にわたり，

くない。また，青少年

期の妊娠出産，

高く，これらが

このように，

して「アンダー

を経由すること

この義務教育

化が進行する以

この分極化が

薬物乱用，刑法に触れる犯罪

さらに将来の見通しを悪くす

イギリス労働市場の変化は，

クラス」転落へのルートを作

なく直接「アンダークラス」

終了後，直接「アンダークラ

前に確立していた「学校から

進行したもとで，変化した

，ホームレス化などの問題の

る
）
」。

製造業に雇用されていた労働

り出しただけではなく，若年

へ流入するルートをも作り出

ス」へと流入するルートの確

労働へ」の移行過程が変化し

「学校から労働へ」の移行過

当事者となる可能性も

者を失業の長期化を通

層の一定層が労働市場

したのである。

立は，労働市場の分極

たことを示している。

程を取り扱った議論に

（

は，

なっている，技

高技能・高学歴

化された考え方

むしろ現在のイ

生じているとし

）がある。

保守党メイジャー政権時に出

術革新や生産方法の高度化が

者が教育制度を通して供給さ

だとして批判し，また「デ・

ギリスを特徴づけているのは

て「分極化モデル（

された一連の『競争力白書』

要求される技能水準をまず押

れるようになるという考え方

スキリング」を強調する考え

，高技能者の拡大と低技能者

）」を提示する。

の基本的な考え方とも

し上げ，それに応じて，

を，危険なまでに単純

も一面的であると退け，

の拡大が同時並行的に

の「

第一のルートは

業し，雇用保障

る。第二のルー

イブリッドス
）
）

練も見込めない

分極化モデル」によると「学

，学術資格である レベル

もあり，その後の技能向上の

トは， （

キル」を身につける道であ

を取得し，技能の再構築を通

，パートタイマーなどの周辺

校から労働へ」の四通りのル

（ ）資格
）
を取得

ための訓練も見込める中核労

る。第三のルートは，

して，雇用保障もなく，さら

労働者になる道である
）
。そし

ートが描かれている。

し，高等教育機関を卒

働者になるルートであ
）
）を取得し，「新たなハ

（

に技能向上のための訓

て最後の第四のルート

が，教育制度の

ンダークラス」

このように製

的な雇用を提供

この低学歴・無

て労働市場に参

中で最低限の学術資格もしく

になるルートである。

造業種の解体は，低学歴・無

していた雇用先の解体を意味

資格者には，職業資格であ

入するか，それとも労働市場

は全く学術資格を取得せずに

資格男性学卒者を比較的高い

している。労働市場の分極化

る を取得し周辺労働者

に参入することなく「アンダ

，失業者ないしは「ア

賃金水準で，かつ安定

が進行した現在では，

になるか，失業者とし

ークラス」になるかの

（ ）



選択 しか与

の

過程をあつか

イギリスにおける

えられないのである。

議論は，労働市場の分極化が

った議論であるが，分極化が

「アンダークラス」の形成（伊藤）

進んだもとで，マクロ的に

進行していないもとで，つ

「学校から労働へ」の移行

まり低学歴・無資格者男子

がスムースに

つかった議論

を身につけて

らの主体的

者階級」の文

は，

ら「労働者階

製造業種に雇用されていたも

に， （ ）がある

いる「労働者階級」出身の男

な選択として，義務教育終了

化再生産の担い手となってい

この「学校から労働へ」の移

級の文化」への移行過程に

とで，ミクロ的に「学校か

。 の議論は，学校の規

子生徒たちが，学校に従順

後すぐさま親と同じ「労働者

く過程を描いたものである

行過程について，そしてな

ついて，次のように述べてい

ら労働へ」の移行過程をあ

律に反発し「反学校文化」

な生徒を軽蔑しながら，自

階級」の職に就き，「労働

。

によりも「反学校文化」か

る。「手労働こそが彼らの

人生観をかた

様を批判する

ある出世競争

としてみずか

文化の根っこ

わせる過程で

このよう

文化」への

ちづくる要素ともなり，また

ばかりか，世間的な評価とは

にわが身を投じることもばか

らの「労働力」を認識すると

から芽を吹き，対抗文化を伸

階級的な文化としての様相を

に は，「学校から労働へ

移行過程として，そして「労

人生観を具現しているのだ

逆に軽蔑してさえおり，ど

げているとみなす。こうし

ころから生まれてくる。そ

張させる認識の養分を作り

整えてゆくのだ
）
」。

」の移行過程を，「反学校文

働者階級の文化」の再生産

。それは，それ以外の生き

こかうんさくさいところの

た感情は，まさに手の労働

の「労働力」観は，反学校

，公認の制度と角をつき合

化」から「労働者階級の

過程として描く。前出の

「諸活動」な

が形成された

「学校から労

事実，

ここからも

がわかる。し

も，「アンダークラス」を，こ

どの「文化的側面」による区

のは，労働市場の分極化の進

働へ」の移行過程が大きく変

年において， 歳時点で就労

製造業種が，「学校から労働へ

かし，その後の若年労働市場

れまでの「労働者階級」像

別を強調しているが，このよ

展によってもたらされた若

化していることと密接な関連

している男性の約 ％が製

」の移行過程において主要な

の崩壊により，低技能・低

から乖離した「価値観」や

うな「アンダークラス」

年労働市場崩壊によって，

があるのである。

造業関連職種に就いており
）
，

ルートとなっていたこと

学歴者に安定的な雇用を提

供し，また

られた新たな

メント（

ートである。

かれた層が

年代以

ず，以上述べ

「労働者階級の文化」を再生産

ルートは，はじめから失業者

）」と呼ばれる不

短期的な就労と失業を繰り返

「アンダークラス」としての特

降，イギリスにおける若年失

てきたような新たな諸特徴を

していたこのルートは失わ

になるか，それとも，いわ

安定雇用のなかで，短期的な

すうちに就労意欲を失った

徴を身につけるのである。

業者をめぐる問題は，若年

身につけた若年失業者の形

れた。代わって彼らに与え

ゆる「アンダーエンプロイ

就労と失業を繰り返すル

層と恒常的な失業状態にお

失業者が増大するのみなら

成の問題でもあった。それ

ゆえに，ブレ

働経験者の獲

せざるを得な

ア政権は，社会保障制度に固

得と基本技能の習得を内容と

かったのである。

定化した若年失業者を就業

した若年雇用政策を，政権

者へと転化するために，労

の「中核政策」として実施

（ ）
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お わ り に

本稿で明らか

クラス」と呼ば

を失い失業状態

これまでの「労

特徴とする。第

現在では特に労

にしたことは，次の二点で

れる「新たな階層」が問題に

や社会保障制度の中に固定化

働者階級」像から異なった

二に，この「アンダークラス

働市場を経由することなく直

ある。第一に，現在のイギリ

なっており，この「アンダー

している点，基本労働技能な

「価値観」や「諸活動」を保持

」形成の背景として，労働市

接「アンダークラス」へと流

スにおいて，「アンダー

クラス」は，求職意志

どが欠如している点，

している点などをその

場の分極化を指摘し，

入する若年層が問題と

なっている。

本稿では以上

る。第一に，社

する問題は，特

ており，この問

第二に，「アン

ある。しかし，

究を進めていき

の二点を明らかにしたが，し

会的排除の問題をイギリスの

に若年失業者の評価をめぐっ

題を欧州委員会の議論を含め

ダークラス」形成の背景を労

やはり主要な要因は労働市場

たい。第三に，ジェンダー視

かし残された課題も多く，列

議論に限定した点である。現

ては，欧州委員会において主

た，より広い文脈の中に位置

働市場の変化からのみ，一面

の変化に求められるので，本

点の欠如である。本稿ではこ

挙すると次のようにな

在この社会的排除に関

流なアプローチをなし

づけ直す必要がある。

的に議論している点で

稿を出発点に，今後研

の点を，シングルマザ

ーなどの限られ

究課題としたい

題についてであ

座とし，今後扱

） （

た範囲内でしか扱えなかった

。最後に，現在日本でも問題

る。この点は本稿の課題を超

ってゆきたいと考えている。

）や （ ）において

。この点については，率直な

となっている「フリーター」

える点であるが，本稿で明ら

注

，ニューディール参加者の約 ％

批判を賜り，今後の研

と呼ばれる若年層の問

かにしたこの議論を視

の人々が「リテラシー」，

「ニューメ

されてい

） （

）

） （

） 例えば

）

）

）

ラシー」などの基本技能に問題

る一方で，職業資格に関しては，

）

（ ）

）

， （ ）を参照．

（ ）

（ ）

を抱えているとされ，このよう

資格取得率向上のための具体策

な人々に対する対処が議論

はなんら検討されていない．

）

） 佐貫浩

） ここで

く，職種

） 伊藤大

）

（ ）

（ ）

の「労働者階級（

と密接に関わった範囲内での概念

一（ ）参照．

（ ）を参照．

）」とは，日本のように幅広い対

である．詳しくは （

象を包摂する概念ではな

）参照．

（ ）



）

） 日本

） 一般

イギリスにおける

（ ）

労働研究機構編（ ）

教育証書（

「アンダークラス」の形成（伊藤）

） レベル（ ）資格のことで

あり，

関連は

）

学する

）

五段階

）

）

）

通常この レベル試験三科目合

，日本労働研究機構編（ ）

とは，学歴資格と職業資格

際には，学歴資格に読み替えら

とは，イギリスにおいて最も

の評価がなされる． につ

に対する評価には異論もあり

（ ） 訳書

（ ）

格で大学入学が許可される．職

参照．

との中間の資格であり，職業資格

れることができる．

広範囲な職種に設定されている

いては，日本労働研究機構編（

，この の評価については

業資格も含む各種資格制度の

でありながら上級の学校に進

職業資格であり，習熟度別に

）参照．

，上田 士（ ）参照．

（

（ ）

（ ）

）

（ ）
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