
前職は漬物屋なり
　僕が「フリーライター」という名刺を作って原稿書き
を始めたのは、約40年前。志望大学に落ち続けていた僕は、
悶々としながら漬物の訪問販売というアルバイトをしていた。
　そこで最も親しみを感じていた先輩が、ある日突然、辞
めるという。1973 年の第 1 次オイルショックで勤めてい
た会社が倒産し、諦めかけていたデザイナーの道で再出発
を図るとのこと。それをきっかけに、僕も漬物屋から離れ
ることを決めた。

源泉は新宿ゴールデン街にあり
　とはいえ、一体何をやっていいのか分からない。
　いつも通り、新宿ゴールデン街で呑んでいた際に、編集
者だという女性にそのことを話してみた。すると、「企画
を持っておいで」と。彼女の出版社を訪ねると、企画の 1
つをコラムとして掲載してくれた。
　その雑誌を握りしめて新宿ゴールデン街のいつもの店
へ。すると、馴染みの常連たちが、最年少の僕を祝福して
くれ、さらに業界誌や編集プロダクションを紹介してくれ
た。そのうちの 1 つが、音楽関係の個人プロダクション。
僕は舎弟として、月給 4 万円で下働きと埋め草原稿を書

特
集

働く時間や場所を縛られない（はずの）フリーランス。政府は「働き方改革」の一環として、このフリー
ランスを含む「雇用類似の働き方」に対する政策を見直そうとしています（p.5 参照）。しかしそもそも、
フリーランスは単に「働き方」の一つの類型にすぎないのでしょうか？　「いやいや生き方に関わる選択
なのだ」と言ったら大げさすぎるでしょうか？　それぞれ思いの詰まった原稿を寄せてくれました。

“フリーランス”という生き方

恐れ知らずこそ、フリーランスの真骨頂
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かせてもらった。
　そのころ僕には彼女がいた。彼女には結婚願望があって、
僕の就職を望んだ。そこで、企業 PR の制作会社に勤めた
が、会社に馴染めず、結局、1 年 3 ヶ月で辞めざるを得な
かった。幸い、周りには僕に同情的な人もいて、仕事はあっ
た。依頼はすべて受けた。自宅に帰らない日々が続き、結
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局、僕たちは別れることになった。

本当にフリーランスだと自覚した瞬間
　30 代で僕は会社を立ち上げた。紙媒体はもとより、映
像 や CD-ROM、Web コ ン テ ン ツ な ど を、「One Source  
Multi Output」できるチームを作りたかったからだ。バン
ド仲間を集めるような感覚だった。
　その後 20 余年、何とか低空安定路線を続けることがで
きた。しかし、2014 年頃、自分の体調が異変をきたした。
何とか 1 年半耐えたが、限界を感じてオフィスを解散した。
　それでもなお、仕事が手につかない状況は続いた。そん
な折、前から気になっていた辺野古に機動隊が入り、強制

排除する記事を目の当たりにして、猛烈な憤りを感じた。
　怒りを持つと元気になれた。不思議なもので、そうなる
と従来の仕事への意欲も蘇った。
　ただ 1 つ、大きく違うこと。それは、これまでは仕事
へのスポイル、会社の不利益を恐れて、内に留めていた政
治的な考え方や権力への怒りを、発信できる自分になれた
こと。
　もう、スポイルや不利益は怖くない。忖度もいらない。
何故ならば、僕はフリーランスなのだから。
　今宵、馴染みの仲間がいる我らが新宿ゴールデン街で、
自分を振り返った僕だった。

（文・写真：奥平等／原稿書き）

　2012 年 1 月、転勤の辞令を断って地方紙の記者を辞
め、フリーランスのライターになりました。当時、上司に
伝えた退社のワケは、「親が高齢なので実家を離れるのは、
ちょっと……」というざっくりとしたもの。切羽詰まった

「介護離職」ではありません。「いつかフリーになりたい」
と思いながら、19 年弱も働いてきましたので、辞令は「決
断するきっかけ」となりました。
　正直、深く考えずに脱サラしました。フリーになった
直後の 1、2 年間は、食べていけず、確定申告が煩わしく、
独りで仕事をせねばならない寂しさに打ちひしがれました。
しかし、同じくフリーになった記者時代の後輩と以前とは
違った関係性を築き、幼なじみの編集者と本を作るなどし
ながら経験を積むうち、充実感が得られていきました。脱
サラ 5 年目ごろには、「フリーにならなければよかった」
と「なってよかった」という思いが半々ぐらいになってい
ました（5 年たっても、まだ半分は後悔していました。つ
くづく、マイナス思考なんです）。
　昨年、「フリーになったのは間違いではなかった」と確
信する出来事がありました。認知症の父が慢性硬膜下血腫
という病気で倒れ、すぐに救急搬送し、一命を取り留めた
のです。しかも 2 度。私が新聞記者のまま朝から晩まで
働いていたら、父の死に目に会えないで亡くなっていたで
しょう。それでは、悔いが残ったはずです。
　今、父を介護する母をサポートしながら、マイペース
で仕事をしています。「この瞬間を逃すと書けない」みた
いなスポーツイベントの取材は、避けるようになりまし
た。自分でアポを入れ、1 人で取材・写真撮影をこなしま
す。先方には、こちらの事情から日程変更をお願いするこ

とも少なくありません。うまい具合に、市井の人や身近な
話題を拾って書くウェブ媒体に携わるようになり、介護の
現状に仕事が合ってきた気がします。医療や介護について
も書いています。
　話は飛躍しますが、元 SMAP の 3 人がジャニーズ事務
所から独立し、有働由美子アナが NHK を辞めましたね。
スケールは全く違うので「おこがましいけれど」と前置き
して、自分の独立を正当化する材料にしています。いまだ
に私の顔を見て、「不安でしょ？」「食えるの？」と心配す
る人がたくさんいるので、「40 代で組織を離れて正解だっ
た」と言っています。チャレンジするには、いいタイミン
グでした。現在、フリーライター 7 年目。やっと、「充実」
が「後悔」を上回るようになりました。

（文・写真：若林朋子／執筆・写真）

元SMAPの3人や有働アナを引き合いに

⬆後輩・幼なじみと一緒に作った本。スポーツカメラマンが撮影した美
しい写真に解説を添えた。記者時代のようにパスがあるわけではない
ので、大会で選手を取材するのは難しい。限られた時間・予算の中で
選手の周辺者を取材し、文献を読み込んでまとめた。
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　フリーランスカメラマンの永田です。
　学生の頃から個人コマーシャルスタジオの手伝いをして
いたのですが、この時代は無給が当たり前の時代。
　学校を卒業してから、手伝いをしていた親分が友人カメ
ラマン 3 人で立ち上げた映像制作会社兼レンタルスタジ
オに入社。レンタルスタジオ部門で少し勉強をとの名目で、
虎の穴に放り込まれました。家に帰れるのは週に 1 日か 2
日。スタジオマンは全員新人。ストレスと過労で、1 か月
後にみんな倒れました。当然、社会保険もなくまた労働基
準法なんてない職場でした。
　半年後に制作部に移れてコマーシャル撮影で 6 年過ご
しました。“フリーランスに成る”ことに夢があった時代。
　結婚を機にオフロードバイクの輸入販売会社に入りマ
ネージャーを 9 年やりました。バイクの整備、販売、客
の応対、広報活動、海外からの部品調達、タイヤメーカー
の実走試験を請け負っていたので人材集めと管理などもや
らされていました。
　ここも、退職する 2 年前まで、社会保険、労働基準法
など無い会社でした。1990 年、バブル後半？　まだ、“フ
リーランス”に夢があった時代。
　退職後、会社の広告をお願いしていた代理店から雑誌撮
影の仕事先を紹介してもらい、個人事業主としてフリーラ
ンスの道へ。2000 年も終わる頃、雑誌もまだ元気でなん

とか食いつないでいけた時代でした。
　その後、写真業界にデジタル時代が到来し、仕事内容の
変化や機材代に高額な出費が必要な時代に。今は撮影より
モニターを見て加工している時間の方が長いうえ、撮影代
やレンタルフォトの値段も下がりっぱなしで、大手の画像
ソフト会社に写真を預けて 1 カット売れても 100 円にな
らない時代になりました。
　ウエブ文化になり、日々、仕事の探し方、働き方も変化
しています。“フリーランス”が非正規雇用と同様な意味
で使われているように感じます。
　最後に、フリーランスにとって新しい仕事は、人の紹介
がないとまずつながらないと思っています。“フリーラン
ス”に夢と希望をください。

（写真・文：永田正男／カメラマン）

特
集“フリーランス”という生き方

“フリーランス”に夢は？ 希望は？

　郊外（簡単に言うと田舎）の小学校は、今でも“通学班”
というのがあって、毎朝、高学年の班長さんが小さい子た
ちを引き連れて登校します。
　保護者も「いってらっしゃい」「あ、帽子かぶってないよ」
とワイワイ見送るわけです。
　全員仕事を持った母ながら、年代も化粧の仕方も違う子
育て真っ盛りの主婦たちが、毎日一瞬だけ一堂に会するそ
の場所で、本当に一瞬のうちに風邪の流行具合やら先生の
ことやら行事の確認やらという、多大なる情報のやりとり
を、私はパジャマのまま行います。
　実はほとんど他人の話を聞いていない茶飲み話とは違っ
て、必要なこと「だけ」を聞き逃さず、聞いたら即座に
ピューッと出勤する神業作業の場でもあります。
　そこで、ままあるのが年代が違うママさんとの会話で生
じる言葉のすり合わせ。

「あのハンカチ入れる腰に付ける…」「あ、クリップポケッ
トね」

「交通安全の見回りはいつ？」「パトロール隊は 4 時に…」
「参観日のお祭りが」「わくわくクイズラリーは 6 月」

　それって、言葉が出てこないだけなのですが（朝だし）、
でもカタカナにすると「あぁ～」って頭に入ってくる形も
あるわけで。

　不定期で不安定で自由だけれど緊張感がハンパない、の
を「フリーです」って言うとなんだか飲み込めるというの
に似ている、と思うのです。思わない ?!　あえてカタカナ
にすると、それ以上の説明が要らない（聞けない）
…かもしれないのがフリーランスという「書き方」かと。

（文：indy ゆたか／イラスト）

「フリーランス」という書き方

➡この原稿を書いた後、家
にあるものをパチリ。背景
に置いたのは一眼レフカメ
ラとレンズのミニチュアで
す。これをストックフォトに
アップすると、1ダウンロー
ドにつき100 円ぐらい、か
なぁ……
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　定年まであと一年というのに、不本意な事情で退

職に追い込まれた。ただちに出版ネッツに飛び込み、

はや 15 年がたつ。当時はボロボロだったが、生き生

きと活動されている組合員諸氏に迎えられ、前向き

に進むことができた。

　先輩の指南をあおいで受けた最初の依頼。在職時

にした同じ仕事が、こんなにも充実したものである

こと。そして自分で請求書を書いて作業料を得たと

き、本当に自分は社会から頼られ自立したのだと実

感。フリーランスになったがゆえの収穫であった。

（編集）

　セルフコントロール必須の自営業なんて、全く自
信がなかったのですが、バブル崩壊のあおりを受け、
「自分でやれる人は自分で」という社長の方針のもと、
会社が大幅縮小。以来 23 年。餞別代わりに社長から
いただいたちっちゃな仕事も、大きく育ちました。
そりゃ努力もしました。そのうちセルフコントロー
ルもできるようになりました。
　さて、当時夫もフリーランスになって数年。経済
的に不安定な生活は、精神的な不安定も招きます。
できれば、どちらかは「給料取り」の方が安定して
いいよ、と今ならアドバイスします。数年後離婚し
ちゃったからねえ、うちは。

（編集）

　一時期のフリ
ーランスを経て

、バリ

アフリーをテー
マとする雑誌を

作る、

ごく小さな会社
にいたときのこ

と。フ

リーランスへの
支払いが遅れ、

問い合

わせを受けまし
た。どうなって

いるの

かと。会社の経
営が厳しい状況

である

ことが社内では
周知されていた

ため、

もしかしたら支
払えなくなるか

も……

と思いつつ、そ
れを告げはしま

せんで

した。後日、な
んとか支払いを

済ませ

てホッとはした
ものの、後ろめ

たい気

持ちを引きずる
ことに。「思った

ことを

口に出せる」、そ
れが今、僕がフ

リーラ

ンスである理由の
一つです。

（編集）

　ガラスの天井を見上げ、その時に見えちゃっ
ている10 年先、20 年先の未来より、どうな
るかわからないほうが面白い。そう思い至っ
たある日、午前 2 時を回った本屋で店内を見
まわし「こーんな時間にこーんなに本が並んで
いるんだから、どーにかなるさ」と思ったの
でした。だからといって退社後にフリーでやっ
ていこうなどとは考えもせず。時はバブル。「暇
なら手伝ってよ」で受けた仕事が次につなが
り、そしてそれがまた次へ……。
　今の自分があるのは、信頼関係を築くこと
のできたお一人おひとりとの出会いのおかげ
です。フリーにとって人こそ宝。ただ、久々の
再会には気をつけなければならない場合も
ある、ということも最近、痛感しました。か
くしてトラブル案件を抱えてただいま迷走中。

（ライター）

　雑誌の編集職の名刺を
持たされてたけ

ど、その実、予算がなくて
フリーランスに

外注するページより自分で
書かなきゃなら

ないページのほうが多かっ
た。ある日ふと、

今月私はいくらぐらいの仕
事をしたのだろ

う？と、自分が書いた分を
全部外注に出し

た場合のギャラを計算して
みた。そしたら、

もらってる月給の 4 倍になっ
た。やー、やっ

てらんない！と思ったらもう
意欲はダダ下が

り。それから間もなく担当
雑誌の廃刊が決

まり、真っ先に辞表を出し
た。と思ったら、

他の2人の編集部員も辞表を
出してた(笑 )。

だからって、計算通り4 倍稼
げるようになっ

たわけじゃないけど、それ
でも気分はいい

な。「できません」「やりた
くありません」

て言えちゃうし。
（ライター）

匿名掲示板

私はコレで会社を
辞めました。
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