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この翻訳は、参考までに作成したもので、精査したものではありません。 

引用される場合は、必ず原文（英語）をご参照ください。 

 

 
 

仕事の未来世界委員会第 2回会合（2018年 2月 15日～17日） 
 

 

論点概要第 8 号 
領域 4：教育の各段階における変化の管理 
 

 

未来の労働力のための技能政策とシステム 
 

2017 年 8 月の「仕事の未来世界委員会」設置により、ILO「仕事の未来 100 周年記念」イ

ニシアチブは第 2 段階に入った。世界委員会の今後の審議のたたき台として、6 つのテー

マ領域が提案されているが、これらは保障、公平、繁栄を実現できる仕事の未来を確保す

るために検討が必要な主な課題に重点を置くものとなっている。そして、提案されたテー

マ領域のそれぞれを取り扱う一連の論点概要が作成されている。その意図は、それぞれの

テーマに含まれる主要課題に関する議論を刺激することにある。なお、テーマ領域は必ず

しも最終報告書の構成と関連づけられていない。 
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論点概要の一覧 
 

領域 1：個人と社会にとっての仕事の役割 

第 1号 個人、仕事と社会 

第 2号 若者の状況と期待への取り組み 

 

領域 2：全世界的に浸透している仕事の世界における女性にとっての不平等へ

の終止符 

第 3号 包摂的な労働市場とジェンダーの平等に向けたケアへの取り組み 

第 4号 インフォーマル経済で働く女性のエンパワーメント 

 

領域 3：社会・環境・経済開発のための科学技術 

第 5号 プラットフォーム経済における仕事の質 

第 6号 技術の仕事に対する質的・量的影響 

 

領域 4：教育の各段階における変化の管理 

第 7号 ライフサイクル全体を通じた移行の管理 

第 8号 未来の労働力のための技能政策とシステム 

 

領域 5：成長・開発の新たな手法 

第 9 号 包摂的成長のための新たなビジネスモデル 

第 10号 包摂的で持続可能な未来のためのグローバル・バリューチェーン 

 

領域 6：仕事の統治の未来 

第 11 号 労働ガバナンスの新たな方向性 

第 12号 仕事の未来に向けて普遍的社会保護を確保するための革新的手法 
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序論 
 

その他の決定要因に加え、技術、気候、人口の変動は、技能に対する需要に深く多様な影

響を与えると考えられている（論点概要第 2号、第 6号および第 10号を参照）。仕事の未

来には、技能開発システムの二重の調整が必要となる。第 1 に、このようなシステムは、

人々が技術的機会の変化を受け入れることを可能にする基本的技能を提供する必要がある。

そして第 2 に、ライフサイクル全体を通じて動的な学習を容易にすることで、人々がデジ

タル化をはじめとする変化の要因について行けるようにする必要もある。 

 

この論点概要では、仕事の未来に必要な技能を概観するとともに、こうしたニーズに対応

するため、技能開発システムをどのように転換しうるかについて検討する。また、生涯学

習の財源と、政府、企業、労働者それぞれの責任に関する問題提起も行う。 

 

 

主な調査結果 
 

仕事の未来には、どのような技能が必要となるか 
 

技術変革は業務の構成（論点概要第 6 号を参照）と技能に対する需要にともに影響する

（Arntz, Gregory and Zierahn, 2016; Autor and Handel, 2013）。また、あらゆる水準の技能と

教育に影響を与える公算が大きい（MGI, 2017; Freeman, 2014）。自動化とロボット化は、

特に科学技術、工学、数学（STEM）関連の職業で、問題解決と革新を促せる技術的技能

に対する需要を増大させることになろう。技術的技能に加え、新技術を展開、運用、維持

するための職業的技能も必要になろう。変化に対する抵抗力と、ライフサイクル全体を通

じて継続的に技能を向上させる適応能力を高めるためには、こうした認知技能を幅広い非

認知の社会的・行動的技能によって補足する必要があるが、こうした技能は幼児期に学校

で身につくことが多い（MGI, 2017）。こうした技術的、職業的および中心的作業技能は、

非常に高く評価されるだけでなく、労働者が仕事、職種、部門間を簡単に移動できるよう

にすることで、将来の健全な雇用見通しを提供することになろう。こうした動向は、未熟

練労働者が現在、労働市場で直面する不利益をさらに大きくさせると見られる。 

 

環境的に持続可能な経済への移行は、新たな職業を生み、ある程度の雇用喪失を引き起こ

し、ほとんどの業務の技能構成を変えることになろう。技能開発戦略は、離職者を支援し

ながら、経済のグリーン化を促進する必要がある。「グリーン経済」における新たな雇用

機会は、再生可能エネルギーや省エネ、リサイクル、修理および再製造の領域で生まれる

ことになろう（ILO、近日刊行 (a)）。こうした分野では、既存の能力の向上と調整（環境

に優しい技術的解決法や環境意識に関する訓練要素を建築士、配管工または電気工のカリ

キュラムに加えるなど）に加え、一定の技術的技能のさらなる特化（例えば、水処理やご

み処理に必要となる STEM 技能など）が必要となる。グリーン職業にも、グリーン経済で

生じる職種や部門に見合った新たな技能が必要となる。焦点を絞った訓練を行えば、労働

者はこうして新たに生まれるグリーン職業を活用できるようになろう（Strietska-Ilina et al., 

2011）。環境的持続可能性が必要であるという認識の向上は、新たな技能の取得に向けて

道を開くための教育・訓練システムに不可欠な要素とせねばならない。 

 

人口構成の変動は、高齢化する労働力の技能要件と、ケア職種に対する需要の高まりに対

応するために必要な技能に影響すると見られる（論点概要第 2 号を参照）。労働者は、労

働市場に長く留まるために、常にデジタルと技術関連の技能を向上させることを義務づけ

られよう。同時に、ケア労働の新たな機会（論点概要第 3 号を参照）は、看護や高齢者介

護のような技能のほか、コミュニケーションや傾聴など、付随的なソフト技能に対する需

要も増大させることになる。その他の国々、特に新興・開発途上国は、労働市場に参入す

る若者が増えるという、まったく逆の流れに直面している（論点概要第 2 号を参照）。こ
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れらの極めて競争的な労働市場には、同等の資格を有する求職者が多数いることから、使

用者が特定の求職者を選考する際には、ソフト（特に対人）技能が一層決定的な要因とな

りうる。 

 

こうした人口動態は、労働市場におけるその他の変化と相まって、技能の需給双方に影響

を与えることになる。2010 年から 2030 年にかけて、世界の労働者増大の 60%は開発途上

国、特に教育水準の改善が遅れているアフリカと南アジアの 2地域で生じる（MGI, 2015）。

サハラ以南アフリカと南アジアでは、こうした人口構成の変化に教育へのアクセスの不平

等が重なって、非熟練労働者が余る一方で、中度熟練労働者が不足するという技能のミス

マッチが生じている（MGI, 2015）。同時に、先進国では高度熟練労働者の需要が高まって

いるために、移住という形で開発途上国からの頭脳流出が起きている。開発途上国での就

職が困難であるため、就職目的での移住を促す圧力は高まる公算は大きい（論点概要第 2

号を参照）。 

 

技能開発戦略と教育制度にとって、このことにはどのような意味合いが

あるか 
 

変化が着実に加速していることから、技能開発戦略には、ライフサイクル全体を通じた断

続的な技能更新を確保することが求められよう。そのためには、労働市場への参入（すな

わち学校から仕事への移行）や、そのキャリア全体を通じた雇用の中断、技能再教育、再

就職を円滑に行えるよう、個人が直面するさまざまな移行（インフォーマル経済からフォ

ーマル経済への移行や、製造業からサービス部門への移行など）を管理する方法に着目す

ることが必要となる（論点概要第 7 号を参照）。動的な学習継続に必要な基本的技能を提

供する基礎教育の役割は、引き続き重要となる。このライフサイクル手法は、再教育と再

訓練をいつ、どのように行うかに関する選択を行う際の政府、労働者、企業それぞれの責

任について、根本的な問題を提起する。また、しっかりとした資金調達の理念、特に必要

な財源に関する決定も必要となる。この関連で、あらゆる戦略実施段階で官民の投資の適

切な配分を検討することも同じく重要となる。 

 

基礎教育は引き続き、将来の雇用可能性と継続学習の基盤 
 

持続可能な開発のための 2030アジェンダの目標 4に定めるように、すべての人に包摂的で

質の高い教育を確保するとともに、就学前の幼児教育と普遍的義務教育を充実させれば、

生涯学習や社会的移動性、社会的包摂性の基盤ができ上がる。教育への参加と学業成績は

全世界的に高まっており、高い識字率と労働力の教育水準の改善をもたらしている。若者

はより長く初期教育を受けるようになっている。平均就学年数は 1980年前半以来、倍増し

ており（UNESCO, 2015）、中等教育以上の学歴を有する人々は、2100年までに 10倍に増

えるとする予測もある（Roser and Ortiz-Ospina, 2017）。しかし、低所得国は依然として立

ち遅れており、基礎教育へのアクセスと中退に関する課題に直面し続けている。例えば、

開発途上国の平均就学年数はわずか 7.2 年であるのに対し、先進国では 11.3 年となってい

る（Barro and Lee, 2013）。教育におけるジェンダーの不平等は、この数十年間で大幅に改

善したが、対男性で見た女性の平均就学年数は先進国（97.8%）よりも開発途上国（85.9%）

で大幅に低くなっている。こうした国々が普遍的基礎教育へのアクセスを大きく改善し、

女性と男性双方の教育の質を改善しない限り、持続可能な開発が実現することはない。 

 

学校から仕事への移行を円滑に 
 

しっかりした資格を持っていれば、若者の雇用適性は一気に高まる。しかし、労働市場に

おける需要の変化に対応するためには、資格要件の定義を広げ、中心的な作業技能をカリ

キュラムに盛り込むなどして、技術職業訓練・教育（TVET）の妥当性を高める必要があ
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る。このような措置は、若者の雇用適性を改善するだけでなく（論点概要第 2 号を参照）、

当初の資格をさらに向上できる可能性も高める。 

 

使用者には、職場学習と質の高い実習訓練で果たすべき重要な役割がある。実地訓練と実

務経験は、若者に妥当な技能を身に着けさせ、新技術の利用に親しませることに役立ちう

る（ILO, 2017b）。使用者は訓練の提供、特に TVET にもっと積極的に関与する必要があ

る。三者間部門別技能団体は、学校から仕事への移行だけでなく、現在と将来の労働者に

対する妥当な訓練の提供も促進する重要な機会を提供する。 

 

若者が教育の世界から仕事の世界へと移行できるようにするために確立された方法として

は、デュアルシステムを挙げることもできる。このシステムは、若者の妥当な技術の習得

を支援するのと同時に、実務経験を積んでキャリア構築の過程を開始するための機会を与

えることにより、若者の雇用適性を高めるうえで鍵を握る役割を果たす。デュアルシステ

ムの立ち上げと調整を図るためには、政府や使用者団体、労働組合、訓練業者による継続

的取り組みが必要となる（ILO, 2017b）。 

 

上記のとおり、デジタル技術は仕事の特徴を変えるだけでなく、技能と学習機会へのアク

セスを容易にする可能性もある。例えば、大規模公開オンライン講座（MOOC）と訓練動

画資料は、時間と資源の制約を克服し、遠隔地の住民や障害者なども訓練を受けられるよ

うにすることで、能力更新の必要性に応えられる可能性が十分にある。E ラーニングの機

会を十分に活用できるようにするためには、オンライン講座の受講者を認証し、他の種類

の訓練とも連動させるべきである。 

 

労働の未来には生涯学習と機動的で柔軟な訓練システムが必要 
 

初期訓練で技能を前もって習得させ、生涯で一度の資格を得るというやり方は、もはや十

分でも効果的でもない。将来の訓練システムは柔軟化し、労働者がライフサイクル全体を

通じて学習を続けるための準備を施すものとせねばならない。また、新たな職種で必要と

されるものを含め、将来の技能需要を予測できるよう、労働市場と密接なすり合わせを図

るとともに、これを現時点での技能開発や訓練の機会とマッチさせる必要もある。雇用サ

ービスは使用者と協業し、技能と仕事を突き合わせ、職務別の（再）訓練に便宜を図るこ

とで、労働者に実効的な援助を提供することを義務づけられよう。 

 

1970 年代に開発された生涯学習の理念は、知識経済への移行を背景として登場した。当初

は、柔軟なモジュール式訓練プログラムと訓練単位の認定を組み合わせたもので、最適の

解決策とみなされていた。この手法は、インプットではなく成果（能力基準など）を定め

る、さらに柔軟な制度へと移行した。しかし、この手法には、基準の策定と認定プロセス

に時間がかかり、品質保証システムが複雑だという弱点があった。柔軟な訓練提供と、認

定と試験の仕組みを伴う体系的な品質保証との間でバランスを取ることは、難しいことも

ある。この課題に取り組むことは、機動的で柔軟な訓練システムを求める仕事の未来にと

って、さらに不可欠となる。 

 

将来の仕事の世界に現れる機会を活用できる能力は、こうした生涯学習システムの効果的

な設計にかかってこよう。政府は、システムの主体と重要な受益者である労働者や使用者

との密接な協議のうえ、現代的生涯学習システムを先頭に立って設計することを検討して

もよかろう。 

 

生涯学習の資金を増額、多様化する必要性 
 

数百万人が生計を立てるために新たな技能を必要としている現在、労働者訓練プログラム

への公的支出が削減されかねないという、気がかりな兆候が見られる（OECD 諸国につい
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ては、OECD (2018)と MGI (2017) を参照）。政府は、積極的な労働市場政策の財源を確保

し、当初教育を通じて基本的な技能を提供するうえで、中心的な役割を果たす。生涯学習

との関係で、その役割はさらに目に見える形にする必要がある。労使の契約関係が進化、

多様化し、勤続期間が短くなりがちな現在、個人は学習に参画するために、追加的支援を

必要とする可能性がある。公的資金は、バウチャーによる資金供与モデル、受給権、技能

保証、個別学習勘定、補助金、助成金、信用および税額控除などの手段を通じ、学習機会

を支援し、これを利用する動機を与えることができる。しかし、特に開発途上国では、公

的資金が不足しているため、財源の多様化と、開発協力を通じた継続的な支援が必要とな

る。部門別課徴金や国税控除など、使用者に労働者訓練への拠出を求める仕組みは、民間

部門を訓練提供と参加に関与させるために使える手段である。 

 

技能向上のための研究休暇を取得中の者や、一時的に失業し、転職への移行期にある労働

者は、引き続き金銭的な支援を必要とする（WEF and BCG, 2018）。再訓練を消極的な労

働市場措置と組み合わせれば、こうした時期にある者の所得の安定確保に資する可能性が

ある（論点概要第 7 号を参照）。公的資金負担の軽減は、訓練資金の調達に係る官民間の

責任をよりよくバランスさせることによって達成できる（論点概要第 9号を参照）。 

 

包摂的労働市場に向けた技能のよりよい利用と承認 
 

技能を効果的に利用するためには、円滑に機能し、利用可能な技能認定制度と、これに先

立つ全国、部門別、職場レベルでの学習が必要である。民間部門が競争力を維持する必要

性を考慮した技能戦略は、企業から強く支持される可能性が高い。全国的および部門別の

技能政策に関する三者間の社会的対話は、政策を策定、改善するとともに、その実施を強

化する重要な方法である。 

 

移民労働者は、その技能と経験の承認に極度の困難を覚えており（ILO, 2017a）、こうし

た労働者の技能関係の不完全雇用の多さや、経済的便益の損失の原因となっている。技能

の検証と認定に重点が置かれるようになったため、学習成果に基づき、しばしば国や地域

の資格認定枠組みと関連づけられる二国間および地域的な相互承認取決めの拡大をもたら

している。 

 

考慮すべき問題点 
 

変革が加速する中で、現地及び世界的に、将来の技能ニーズを予測できる能力は、大きな

圧力に晒され、革新的な解決策を必要とすることになろう（ILO, 2015b）。技能開発は、

移行を可能にする重要な要素になるとともに、社会的費用の削減に役立つ可能性もある。

生涯学習は、ライフサイクル全体を通じた教育・技能開発システムに対するアプローチを

開発するうえで、重要な理念として浮上してきた。しかし、設計と遂行に関する重要な問

題が残っている。 

 

 労働者に将来必要とされる技能と能力を身に着けさせるため、教育・訓練システム

はどのように変革する必要があるか。 

 

 生涯学習システムの設計と財源はどうしたらよいか。政府と社会的パートナーそれ

ぞれの役割は何か。 

 

 特に開発途上国において、政府は資金不足を抱える中で、公共支出を増やすという

課題をどのように克服できるか。 

 

 訓練機会の提供と参加を奨励するために、どのような誘因を活用することができる

か。また、その資金は誰が負担すべきか。 
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 訓練機関と企業との関係を強化するためには、どのような政策措置が必要か。 

 

 訓練の品質を確保することと、より柔軟で短い学習経路に対する需要を満たすこと

の間で、どうバランスを取ればよいのか。 

 

 生涯学習に向けた政策を決定づけるうえで、国際労働基準はどのような役割を果た

せるか。 

 

/ /// / 


