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巻頭言

巻頭言

感染症対策を重視していた。これに対
して、3割弱の人が経済対策を重視して
いたが、属性によってその割合が異なる。
所得が低い層より高い層、非正規雇用よ
り正規雇用、飲食業・宿泊業より他の
産業の人達の方が、経済対策重視割合
が高い。残りの「どちらでもない」「わか
らない」との回答が全体の過半を占め、
属性別には経済対策重視回答割合の裏
返しの結果となっている。今回経済的
困難を抱えた多くの人達は、二者択一
的な対応では解決できないと感じ、経
済対策優先を望んでいたわけではなか
った。
　感染症か経済かのジレンマを乗り越
えて感染抑制を追求していく上では、①
ワクチン接種による集団免疫の獲得、
治療薬の開発、②接触機会を減らすテ
レワーク等、③感染者を見つけて隔離
するための検査、④医療体制の強化な
どの対応が期待されてきた。これらの
実際の取組みには、それぞれ制約や限
界がある。それらを改善しつつ、基本
は合わせ技でウイルスと闘うしかない。
第4波の中、手洗い、マスク着用、3密
回避等も含めて、各人各層が今できるこ
とを積極的に行い、力を合わせて闘い
続けることが引き続き必要となっている。
　日本固有のファクターＸの一つがマス
ク着用だったとすると、それは、普及に
注力した100年前のスペイン風邪との闘
いのレガシーだと言える。今回の闘いを
通じてどのようなレガシーを残すことが
できるのだろうか。
　世界では、コロナ以前よりも「より良
い社会」に戻ることを掲げ、デジタル化、
グリーン化、雇用回復とインクルーシブ
な成長の実現に向けて動こうとしてい
る。日本も、こうした動きの中で、困難
に直面した勤労者が活躍できるようにな
ることが望まれる。政府も、欧米の動き
に遅れないように取り組もうとしている。
目先のことにとらわれた過去30年間の繰
り返しということにならないことを願う。

昨年第2四半期に急激に落ち込んだ。
その後1年を経て、ワクチン接種が進
み、経済回復への期待が高まる国も出
てきた。一方、日本経済も回復過程に
あるが、業種間に差があり、また第4
波の感染拡大の中で再び昨年に近い
人流抑制措置に迫られた。
　2020年について日本の感染拡大と
経済損失が世界の中でどのような状況
だったのか振り返ってみると、人口当た
り死亡率は低い方だった。また2019年
第4四半期対比でみた労働時間損失

（ILO推計）も、日本は5.4％と小さくは
ないが、英国12.8％、米国9.2％など欧
米主要国等は更に大きく、世界8.8％と
の比較では小さい方だった。感染対策
措置（休校・休業や移動制限等）が日
本は世界の中で総じて厳しくない方で
あったことと対応している。
　感染対策措置の厳格度との関係か
ら考えさせられる点も多い。1点目は、
それを数量化した各国の厳格度指数

（オックスフォード大作成）と労働時間
損失との間には傾向的な関係が確認で
きるが、日本は、それから外れた存在
だったようにみえる。傾向的な関係か
らは、日本の労働時間損失はもっと小
さくてもおかしくない。これには色 な々
要因があろうが、デジタル化の進んだ
国では厳しい措置でもその経済社会活
動への影響を緩和できていた可能性が
あろう。2点目は、厳格度が低かった
割に、日本の裁量的な財政出動の規模

（対GDP比）は米英等と並ぶような世
界的にみて大きなものだった。次なる
危機に備えて、必要な政策と財政政策
のあり方について事後評価に基づく検
討も重要だろう。3点目は、厳格度が低
くても死亡率も欧米主要国等より低か
った。話題となった日本固有のファクタ
ーＸが存在するのかどうか、その究明
も待たれる。
　ところで、感染症対策か経済対策か
という議論については、就業者はどう
考えていたのだろうか。第3波進行中の
昨年12月に実施された調査結果１によ
ると、2割弱の人は、属性の偏りなく、

OVID-19感染抑制のための移動
制限等の措置により、世界経済はC

１  慶應義塾大学大久保敏弘研究室・NIRA総研
「第3回テレワークに関する就業者実態調査」
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郎
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　 視　点

デジタル化の進展が著しい今日、新たな就労形態が
浸透しつつある——クラウドソーシング（Crowdsourcing）
である。クラウドソーシングとは、読んで字の如く、
不特定多数の群衆（Crowd）に対するインターネットプラッ
トフォームを介したアウトソーシング（Outsourcing）
を指す。2006年にアメリカ人ジャーナリストのJeff 
Howe氏がWIRED誌の中で上述した意味での造語とし
て使い始めたのが、クラウドソーシングという用語の
誕生の瞬間とされている。それから15年が経過した今
日においても、クラウドソーシングという現象はなお
も新鮮さを失っていない。新たなビジネスチャンスや
就労機会を生むものとしての注目は依然として高い。

しかしその陰で、ときに、インターネットプラット
フォームを利用して就労するクラウドワーカー（以下

「ワーカー」）が劣悪な条件の下で就労を強いられてい
ることも忘れてはならない。この点について、本特集
の関口論文は、現場を知る者としての立場から、ワー
カーの抱える悩みを詳細に記しており、非常に参考に
なる。同論文は特に、ワーカーが不安定な報酬、プラッ
トフォームによる一方的なアカウント停止、あるいは業
務上の事故といった多くのリスクと常に隣り合わせで働
いているにもかかわらず、彼らに対する法的な保護が欠
けていることの問題性を明らかにしている。

現場の最前線が発するこれらの切実な悩みを真摯に
受け止め、対応策を模索することが喫緊の課題といえ
るが、しかし、一筋縄ではいかないのが現状である。
本特集の藤木論文は、その要因としてクラウドソーシ
ングというビジネスモデルの多様性を指摘している。
例えば、ワーカーが結ぶ役務提供ないし成果物の納品
に関する契約関係一つを切り出してみても、①ワーカー
と発注者たるユーザーが直接的な契約関係に立ち、プ
ラットフォームは両者間の契約成立の仲介に徹する「仲
介型」と、②ワーカーとユーザー間には一切の契約関
係が存せず、プラットフォームがそれぞれとの間で役
務提供ないし成果物の納品に関する契約を結ぶ「再委
託型（あるいは非仲介型）」と呼ばれる類型がある。こ
うした類型の違いが存することによって、ときに、ワー
カーにとっては誰が自らの「使用者」ないし契約責任
の追及主体であるのかが不透明な状況が生まれること
になる。

また、ワーカーの労務遂行方法もそれぞれ大きく異
なる。例えば、①ユーザーによる発注からワーカーの
選別、仕事の遂行、成果物の納品までの全過程がイン
ターネット上で完結する（＝ユーザーとワーカーが現
実世界で接触することのない）「非対面型」クラウドソー
シング（ワーク）と呼ばれるものがある一方で、②ユー
ザーによる発注はインターネットプラットフォームを

介して行われるものの、ワーカーが現実世界において
ユーザーの下で仕事の遂行あるいは成果物の納品を行
う「対面型」クラウドソーシング（ワーク）と呼ばれ
るものがある。こうした類型の違いは、ワーカーの労
働者性（ないし、被用者保険の被保険者性）判断に影
響を与えうる。

このようにクラウドソーシングという現象は多様な
側面を持つ。そのため、当該現象への対応のあり方も
また一義的ではなく様々なアプローチを視野に入れる
必要があるが、その現象の中のどの側面を切り出すの
かにかかわりなく、①ワーカーの団結・連携、労使自
治を通じたフェアワークの実現や、②クラウドソーシ
ングという現象において中心的役割を担うプラット
フォーム事業者に対する規制の可能性が積極的に探求
されるべきであろう。本特集の各論稿からは、かかる
観点を踏まえた重要な提言を読み取ることができる。

関口論文によれば、既に一部のワーカーが労働組合
を設立し、プラットフォーム事業者に対して団体交渉
を要求しているようであり、今後の動向に注目すべき
であろう。もっとも、プラットフォーム事業者が団体
交渉を頑なに拒否する等の課題も同時に指摘されてい
る。

藤木論文は、こうした不当労働行為法上の問題のほ
か、ワーカーをはじめとする「フリーランス」の団結
がともすれば経済法によって浸食されかねない緊張関
係の下に置かれていることを念頭に置いたうえで、彼
らの団結・団体交渉・団体行動を明確に法認するため
の解釈論と法政策を希求すべく、重要な提言を展開し
ている。

ワーカーの団結の重要性は社会保障法上の問題を考
えるうえでも無縁ではない。このことを指摘している
のが沼田論文である。同論文はクラウドワーカーへの
被用者保険の適用をめぐる諸課題を意識しつつ、労働
者協同組合というワーカー間の共助の仕組みを通じた
社会保障法上の保護の可能性を模索するものである。

また、プラットフォーム事業者に対する規制という
点では、鈴木論文が示唆的である。同論文は、とりわけ、
フランスの実践例を参考にしながら、クラウドワーク
における不透明な契約条件の発生源であるプラット
フォーム事業者の約款に対するコントロールの在り方
を試論するものである。

本特集の各論稿には、このような数多くの重要な提
言が含まれている。これを契機として、クラウドソー
シングへの対応・取り組みが今後一層深化していくこ
とを期待したい。

後藤　究（連合総研研究員）

クラウドワーカーの多様性と保護に向けて
〈特集解題〉
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 はじめに
　就労者が、「クラウドソーシング事業者が
営むインターネットプラットフォームを介し
て発注者に労務（サービス）や成果物の提
供を行う働き方」を、一般にプラットフォー
ムワーク（以下PFワーク）とよぶ1。本特集
における「クラウドソーシング」（以下CS）も、
広くPFワークを指すものであり、本稿の課
題は、PFワークに対する労働法的規律の望
ましいあり方を論じることにある。
　もちろん、ひとくちに「労働法的規律」と
いっても、その内容は多岐にわたる。①仕
事の遂行の仕組み（対面型、非対面型）や、
②受発注の仕組み（マイクロタスク型、コン
ペ型、プロジェクト型）、③PFの採るビジネ
スモデル2（仲介型、非仲介型）が多様であ
るのみならず、④就労者の働き方も3、⑤就
労者が希望する保護の態様も異なる。それ
ゆえ、クラウドソーシングに対する適切な法
的保護を構築するのは、一筋縄ではいかな
いことになる。
　現時点で直ちに、国家による特別な保護立
法を実現することは難しい。また、保護立法
を設ける場合にも、最低基準の設定や契約ル
ールの明確化が中心となると考えられる。そ
こで重要になるのは、集団的な労使関係を
通じた自主的な規範形成である4。しかし、
集団的労使関係が効果を発揮する前提は、
労働者の自発的な団結を通じた権利行使で
ある。それゆえ、PFワークに対する集団法
上の規律を考えるに際して真っ先に考えね
ばならない問題は、そもそも当の就労者（PF
ワーカー）が、「労働組合」あるいは同業者
団体を通じた、集団的な関与を担いうる主

体として自らを認識しているか、というアイ
デンティティの問題である。当の就労者が

「発言」しない限り、自治的な規範形成など
望むべくもないからである。

Ⅰ． PFワーカーの自己意識
１．対面型
　対面型のPFワーカーについては、筆者も
所属するCS研究会が、ヒアリング調査を実
施している。就労者らは、収入が安定しな
いこと、報酬基準が不明確である（一方的
に変更される場合もある）ことに対する不満
を覚えている。さらに、交通事故やPFによ
るアカウント停止など具体的なトラブルも経
験している。しかし、最低限の情報を登録
するだけですぐに働けること、自分の都合の
良い時間を選んで働けることに、就労者らは
満足感を覚えている5。

2．非対面型
（1）全体的傾向
　非対面型においても、この傾向は大きく変
わらないように思われる。①PFワーカー全
体に対する調査として、JIL-PTと連合総研
がそれぞれ2017年に行った調査を見てみよ
う6。就労者らが抱える不満は、主として、
仕事が不安定であり、それに伴い収入も低
く、不安定である点にある7。さらに、4割か
ら5割の就労者が発注者との間でのトラブル
を経験しており8、少なからぬトラブル経験
者（特に専業の就労者）が何も対処せず9、
解決をあきらめている。取引相手に直接、あ
るいはPFを介して間接的にトラブルの処理
を試みた場合でも、――「仕様の一方的変更」

藤木　貴史
（帝京大学法学部法律学科　助教）

「クラウドソーシング」を
めぐる労働法の課題
−集団的労働法による対応に向けて−

―  5  ――  4  ―
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（54.4%）のように解決可能性の高いトラブル
こそあるものの――「成果物の受領拒否」

（45.5%）、「報酬の不払い・減額」（21.3%）に
ついては解決に結びついていない。
　しかし、現状に満足する就労者は、専業
就労者で49.3％、兼業就労者で56.4％と必ず
しも低くない10。就労継続希望者も全体の5
割近くを占めている11。さらに、「独立自営業
者が働きやすくなるために、今後、整備・充
実すればよいなと思う事柄」について、特に
なしとの回答が37.1%を占めており12、同業
者団体や労働組合への加入希望も多くはな
い。連合総研調査によれば、労働組合に「加
入していないし、加入したくない」（43.1%）が、

「加入している」（15.7%）、「加入していない
が加入したい」（27.3%）を上回る13。同業者
団体についても同様である14。集まること自
体が難しい（37.0%）、集まっても交渉力を高
めるのは困難（19.7%）といった理由こそあ
るものの15、必ずしも積極的に問題を解決す
る志向が高いわけではない受動的な労働者
像が見て取れる。というのも、就労者らがク
ラウドワークを選択した動機は、「収入を増
やしたかった」（48.6%）、「自分のペースで働
く時間を決めることができると思った」

（31.5%）、「自分の夢やキャリアアップのため」
（14.8%）が上位3つを占めている16。現実の
トラブルに照らすと、本当に当初の動機を実
現できているか疑問もある17。しかし就労者
らは、自らが積極的に関与してこのトラブル
を解決することを希望しているようには思わ
れない。

（2）発注類型ごとの傾向
　同様のことは、マイクロタスク型のPFワ
ーカーにも当てはまる。CS研究会による第
１回アンケート調査は、PFワーカーを対象
としているが、回答者の大部分はマイクロタ
スク型ワーカーであるので、これを概観しよ 
う18。マイクロタスク型ワーカーも、報酬の
安さ、仕事の継続性のなさ、利用手数料の
高さ、に不満を抱いている（表21）。トラブ
ル経験数は多くないが、報酬の不払い、過
少払いや、成果物の受領拒否といったトラブ
ルが一定程度生じていることがうかがえる

（表23）。しかし、トラブル解決に向けて「何
もしなかった」者が、PFや発注者に連絡し
た者と同程度存在する（表24・25）。加えて、
就労者がPFに対して報酬額に関する要望を

伝えた場合でも、約5割は報酬額の引き上げ
は実現していない（表19）。労働組合や同業
者団体に参加したくないと答えた者の割合
も6割程度に上る（表6・7）。にもかかわらず、
就労継続希望は全体で約8割に迫るほど高 
い19（表22）。クラウドワークに従事する理
由の大部分が場所的・時間的な制約の少な
さにあり（表5）、生活時間やほかの仕事との
両立に魅力を感じることに照らしても（表
20）、就労環境の改善に積極的に関与するコ
ストを支払いたくない、という労働者像が浮
かび上がる。
　プロジェクト型については、フリーランス
協会を通じてしたCS研究会の第2回調査を見
よう20。プロジェクト型であっても、PFワー
カーの不満は「報酬が安すぎること」、「安定
した報酬を確保することが困難であること」
が「圧倒的に多い」。「報酬の不払い・過少
払い」（20.5%）や「報酬の支払い遅延」（14.5%）
などのトラブルが「比較的多く発生」してい
る。プロジェクト型においては、発注者に直
接連絡した者は比較的多かったが、トラブ
ルを経験しても何もしなかった者（34.3%）
も他の類型と同程度は存在している。にもか
かわらず、これからも就労を継続したいとい
う就労者が多い点も同様である。ただし、労
働組合や同業者団体に対し、「仕事に関する
情報提供・情報交換」（50.4%）を期待する
者は比較的多い点に、対面型やマイクロタス
ク型と異なる特徴がある。

3．さらなる検討の必要性
　以上をふまえると、PFワーカーの像とし
て浮かび上がるのは、全体として、報酬の
安さや不安定さへの不満や、トラブルに巻き
こまれる経験をもちながら、ある程度は我慢
してフリーランスとして働きたいし、「労働
者」としての保護を必ずしも望んではいない、
という像である。確かに、ワーカーの「独立
性が高いほど労働組合への加入に積極的21」
な傾向がみられるなど、プロジェクト型のワ
ーカーを中心に、集団的な規範形成に関与
しうる主体に成長していく余地は十分にあ
る。しかし、現時点において既に、そうした
主体であるとは、必ずしもいえない。
　もちろん、現状に不満を持ちつつも、「労
働法」としての保護を積極的に望まない、と
いうワーカーのメンタリティは、何も日本に
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特有のものではない。例えば、アメリカ・カ
リフォルニア州におけるタクシードライバー
の例を見よう22。アメリカのドライバーは、
1970年代後半以降、フリーランス（独立契
約者）として労働法の保護から除外されて
きた。これに対して、白人・非移民のドライ
バーらによる運動が、労働法の保護を求め
ていた。しかし、とりわけ移民のドライバー
らが、これに反対した。彼らは、しばしば移
民差別を伴う会社からの支配に服すること
を嫌い、日常生活に対する自らのコントロー
ルが失われることに強い忌避感を示したの
である。小事業者（small business）である
という彼らのアイデンティティが――客観的
には矛盾するとは思えないが――労働法上
の保護対象である「被用者」という地位と
の結びつきを拒否したといえる。この事案を
分析した研究者は、就労者のアイデンティテ
ィに関する主張を真剣に受け止める必要が
あると指摘している。
　PFワーカーの社会的なアイデンティティ
が――法的な地位と本来無関係であるにも
かかわらず――法政策に影響を及ぼす可能
性を、真剣に受け止めるべきである。とりわ
け労働社会学等の隣接諸科学と協力して、
PFワーカーに対する本格的な探求を進める
ことが必要とされている。

Ⅱ．労働組合による対応をサポートする法政策
　就労者らが、自らを保護の必要な「労働者」
と認識していないならば、労働組合はこれを
放置してよいのか。そうではない。組合に求
められるのは、そのアイデンティティを尊重
しながら、これらの就労者を組合に包摂す
る努力である。なぜならば、労働者であると
フリーランスであるとを問わず、就労市場に
おいて質の低い仕事であふれかえることと
なれば、全体としての就労環境の悪化は避
けられないからである。PFワークのあり方
は、雇用労働者にも影響を与えるのである。
また、仕事に関する情報提供・情報交換など、
労働組合の自治的機能に対するワーカーら
のニーズが23、一定程度存在していることを
軽視すべきではない。
　法的論点として重要となるのは、PFワー
カーらによる集団的な自主的規範形成の道
を確保することである。すなわち、PFワー
カーらに団結権、団体交渉権や団体行動権

を認め、独立の集団として、あるいは労働組
合と協力して、彼らがクライアントやPF事
業者との間で自主的な規範を形成すること
を保障する必要がある。
　この点に関して懸念されるのは、本年3月
26日に示された「フリーランスとして安心し
て働ける環境を整備するためのガイドライ
ン」（以下「ガイドライン」）である。ガイド
ラインにおいては、「事業者とフリーランス
全般との取引には独占禁止法や下請法を広
く適用することが可能」とされ、「これらの

0 0 0 0

法律に加えて
0 0 0 0 0 0

……現行法上『雇用』に該当
する場合には、労働関係法令が適用される」
とされている24。すなわち、独占禁止法、下
請法の適用が前提とされ、重畳的に労働法
令が適用される構造となっている。しかし、
少なくとも労働法の歴史において、「労働組
合は本質的に競争法の敵25」であった。同ガ
イドラインが、PFワーカーの保護に負の影
響を与えないか、真剣に考える必要がある。
　例えば、確かにガイドラインは、「労働関
係法令で禁止又は義務とされ、あるいは適
法なものとして認められている……行為につ
いては、独占禁止法や下請法上問題としな
い」とする（2頁）。しかし、脚注3で適法な
行為の例として挙げられているのは、「労働
組合法に基づく労働協約を締結する労働組
合の行為」のみである。集団的な労使関係
秩序は、「義務」や「適法性」をただちに確
定できるとは限らない、流動的な面をもって
いる。ガイドラインの文面からは、例えば苦
情・紛争処理のために集団的な交渉を求め
ることが、経済法上の事業規制に反すると
して取締りの対象となりうるのではないか、
との懸念を払しょくできない。フリーランス
による団結を、明確に法認する解釈論と法
政策が求められよう。
　もっとも、そのための理路は複数考えられる。
アメリカにおいては、シアトル市が、輸送サー
ビスを提供する対面型PFにつき、独立自営
業者であるワーカーに、労働者同様の権利
を保障する条例を策定した例がある26。被用
者を就労市場の不公正競争から保護するた
めには、独立自営業者に労働基本権を付与
してもよい、との理解を反映したものといえ
る。もっとも、こうした考え方は、「労働者
が自分たちの（雇用維持という）利益を追
求するための『ダシ』として自営業者を利用
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するのはいいけれども、自営業者が自分たち
の（報酬引上げという）利益を追求するため
に団体交渉することは許されないという、主
客逆転した結論になってしま」う点で「アク
ロバティック」との見解もあろう27。
　そうであれば、端的にPFワーカーを、原
則的に、労働組合法の「労働者」であると
推定してしまうことも考えられる。ガイドラ
インは、「フリーランス」を、「実店舗がなく、
雇人もいない自営業主や一人社長であって、
自身の経験や知識、スキルを活用して収入
を得るもの28」、すなわち個人就業者に限定
している。この「フリーランス」に当てはま
る者は、まさに個人として市場で劣位に置か
れる者であり、集団法による保護を及ぼすに
ふさわしいのではなかろうか。少なくとも、
集団的労働法も含む労働関係法令の適用の
範囲を、「雇用」概念により画するガイドラ
インの立場には、疑問がある。PFワークは、
雇用＝企業包摂型の就労と異なるがゆえに、
集団的労使関係への参画が一層重要になる。
にもかかわらず、ガイドラインのように従来
的な労働組合法上の労働者性判断基準を墨
守する場合、独立性が高く、それゆえ集団
法に包摂する必要性の高いPFワーカーが、
排除される懸念があるからである。

結びに
　以上、PFワーカーが集団的労使関係の主
体となるための課題について論じてきた。専
業的なPFワーカーの当面のニーズは、最低
報酬保護を除けば、適切な仕事の紹介や教育
訓練、苦情処理といった、「仕事」のコント
ロールにかかわる点にある29。連合は現在、「ネ
ットワーク会員制度」により情報提供を進め
ているが、こうした制度をより拡充していく
ことが望ましいといえる。それと同時に、競
争法規の適用により、PFワーカーの自主的
参加の機会が損なわれないかを絶えず検討す
ることが求められよう。
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はじめに
　新型コロナウイルス感染症の拡大による
社会・経済の混乱は、非正規労働者やフリ
ーランスなどの個人事業主を直撃した。非
正規労働者に対しては容赦なく解雇、雇止
めがなされ、フリーランサーは、受注減とい
う名の「失業」状態となった。いずれも、ワ
ーカーの生活を直撃している1。このことは、
クラウドソーシングという働き方と、それを
支える社会保障のあり方を考える際には、大
いに参考となろう。
　本稿では、クラウドソーシングを通じて働
いている／働かされているワーカー（クラウ
ドワーカー）のあるべき社会保障制度につい
て、コロナ禍で明らかになったフリーランサ
ーの窮状を参考にして考えてみたい。

１.  コロナ禍がフリーランス等の個人事業主
に与えた影響

（１）持続化給付金で見えた課題
　フリーランス等の個人事業主もその支給
対象とされた持続化給付金は、「失業」状態
のフリーランサーに福音となった。一方で詐
欺が横行し、多数の不正受給があったこと
が問題となっている。
　すなわち、政府・自治体は、国民・市民
に迅速に金銭を給付する術を持っていなか
ったということだろう。ただこの点は注意が
必要である。政府・自治体が国民・市民に
対して迅速に金銭給付するということは、政
府・自治体に対して国民・市民の一定の個
人情報を供与することが前提となる。持続

化給付金のように、受給に際し「新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、ひと月の売
上が前年同月比で50％以上減少している事
業者」というような要件が付されている場合
には、より多くの情報が集積されていなけれ
ばならない。

（２） 放置されてきたフリーランス等の個人
事業主を対象とした社会保障

　政府は、フリーランス等の個人事業主とい
った働き方／働かせ方を推奨してきた。経
済産業省は、2016年に「雇用関係によらな
い働き方」研究会を発足させ、2017年に報
告書をまとめている。これを受けて、経済産
業省は「多様で柔軟な働き方が、選択肢と
して確立されることが重要」だとしている2。
　しかし、経済産業省等は、フリーランス等
の個人事業主に対する社会保障が未整備で
あることを認識しながら3、それらの整備を
怠ってきたといっていい。コロナ禍は、これ
を白日の下にさらしたといえよう4。

２.  コロナ禍で加速する働き方／働かせ方の
多様化

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、リモ
ートワークなどを加速化させた。また、兼業・
副業を大幅に緩和した企業もある。Uber 
Eatsなどのライダーが、巣ごもり需要の拡大
に応じて急速に増加したが、これらの個人
事業主たるワーカーの中には、企業に雇用さ
れた労働者も多いと聞く。
　このような働き方／働かせ方の変化は、プ

クラウドワークをめぐる
社会保障法上の課題
沼田　雅之

（法政大学法学部　教授）
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ラットフォームエコノミーの拡大とも相まっ
て、今後ますます加速することになろう。プ
ラットフォームは企業労働の形を変える可能
性を秘めているとされるが、それが急速に現
実化しているような印象である。こうなると、
雇用労働とフリーランス等の個人事業主とし
ての働き方との境界は、きわめて曖昧になら
ざるを得ない。雇用労働とフリーランスを
度々移動し、あるいはこれらの働き方を同時
に行うようなワーカーが増加することになろ
う。
　一方、現行の社会保障の仕組みは、これ
らの動きとは異なり、従来の企業労働を中心
とした仕組みのままである。日本の社会保障
は、社会保険を中心とした仕組みであるが、
この社会保険という仕組み自体が、その出自
からいっても企業労働を前提としたものであ
る5。厚生年金、健康保険、雇用保険のいず
れも、事業者に加入義務が課せられ、保険
料も労使折半であり、保険料の徴収も事業
主を通じて行われる。その代わり、厚生年
金は基礎年金に上乗せされた報酬比例年金
とされ、健康保険も傷病手当金や出産手当
金など有利な制度があり、雇用保険といった
失業保険は労働者のみに認められている。
このように、被用者保険は労働者以外の者
を対象とする社会保険と比べると、比較的
優位な社会保障制度となっている。周知の
とおり、雇用調整助成金は、雇用保険を財
源とした制度である。
　フリーランス等の個人事業主は、働く場所
や時間の自由を重視する傾向にある6。だか
らといって、現行の社会保障制度に満足し
ているわけではない。フリーランス協会の調
査によれば、「フリーランス・パラレルキャ
リアとしての働き方を継続したいと『思って
いない』方」の三番目の理由に、「社会保障
が不十分だから」がある7。すなわち、現状
では、「働く時間や場所の自由」と「不十分
な社会保障」がトレードオフの関係になって
いるといえよう。
　働き方／働かせ方の変化は、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大期における特別な現
象ではない。コロナ禍は、社会の変化に対
応できていない現行の社会保障制度の問題
を顕在化させたにすぎないと評価すべきで

あろう。特別定額給付金や持続化給付金の
ような対応もよかろう。しかし、働き方／働
かせ方の変化が不可逆的なのであれば、そ
れに対応した社会保障制度の構築が求めら
れているといえよう。

３. クラウドワーカーの「失業」とあるべき
社会保障のかたち

（１）「労働者」としての保護を考える
①クラウドソーシングとワーカーの「使用者」
　クラウドワーカーのあるべき社会保障を考
える場合、現行法上もっとも有利なのは、そ
れらワーカーらが「労働者」と認められるこ
とである。2017年の連合・連合総研共同調
査研究においても、クラウドワーカーのうち
一定の割合で労働者性が高い者が存在して
いることが示唆されている8。
　しかし、たとえ一部のクラウドワーカーの
労働者性が認められたとしても、イコールで
被用者保険の適用がなされるわけではない。
クラウドソーシングは、クラウドソーシング
事業者、発注者、ワーカーの三者間取引関
係である。これらのうち誰がワーカーの使用
者なのかが明確にならなければ、被用者保
険の保険関係は確定しない。また、仮に発
注者が「使用者」だとしても、この「使用者」
とワーカーの関係は一時的である。パートタ
イマーの加入要件が適用された場合、多く
のクラウドワーカーは、「31日以上の雇用見
込みがあること」（雇用保険）や、「継続して
１年以上使用されることが見込まれること」

（健康保険等）という要件を満たさないこと
になろう。

②労働者協同組合の可能性
　クラウドワーカーのような働き方／働かせ
方と、「労働者性」＝被用者保険の適用を両
立させる方法はないのだろうか。
　この点、筆者はベルギーのSmart9に注目
する。Smartは、労働者協同組合であり、フ
リーランサーによって構成されている。
Smartに登録したフリーランサーはSmartの
社員（労働者）となり、フリーランサーが獲
得した仕事の報酬は、発注者から一旦Smart
に入り、Smartはその報酬から税金と社会保
険料を控除した上で、フリーランサーに給与
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として支給するのである。また、Smartは、
登録しているフリーランサーに対して、コワ
ーキングスペース等の働く「場」をも提供し
ている。
　なるほど、このような方法であれば、フリ
ーランサーの働き方と「労働者」という立場
を両立することが可能であり、また被用者保
険の適用も技術的に可能である。
　日本においても、2020年に労働者協同組
合法が成立した。日本の労働者協同組合法
で認められる労働者協同組合の枠組みの中
で、Smartのような取り組みが可能かどうか
は、なお検討の余地があろう。たとえば、労
働者協同組合法３条１項は、労働者協同組
合の基本原理として、「組合員が組合の行う
事業に従事すること」を挙げる。これを単
純に読めば、労働者協同組合自体が一定の
事業を営まなければならない。問題は、
Smartのような活動が「事業」といえるか、
かりに「事業」だとしても、発注者のために
就業することが、「組合の行う事業に従事す
ること」といえるかといった課題があるから
である。
　いずれにしても、クラウドワーカーなどの
フリーランサーが、その働き方の自由度を維
持しつつ、既存の社会保障上の利益を享受
する手段として、筆者はSmartのような労働
者協同組合活動に可能性を見出すのである。

（２）ベーシックインカム導入論
　コロナ禍を契機に、ベーシックインカムが
注目されている。ベーシックインカムとは、

「すべての人に、個人単位で、資料調査や労
働要件を課さずに無条件で給付されるお 
金」10である。特別定額給付金は一度限りの
支給であったが、これが継続すればベーシ
ックインカムとなる11。ベーシックインカム
は、その人の状態（労働者か否か、あるい
は所得があるか否か）に関係なく支給される
ことから、働き方／働かせ方の違いはもちろ
ん、働いているか否かにも左右されない、中
立的な制度構想といえよう。
　表１は、科研費プロジェクト（課題番号：
17Ｈ02460・クラウドソーシングの進展と社
会法の近未来－クラウドワーカーの法的保護
の検討、課題番号：20Ｈ01429・プラットフ
ォームエコノミーの進展と社会法の近未来
―ゆらぐ企業依存型システム）が実施した
アンケート調査結果の一部である。これによ
れば、ベーシックインカムはクラウドワーカ
ーからも一定の支持を得ている。ベーシック
インカムは、アンケート当時（2018年１～２
月）にはまだまだ日本社会に浸透していなか
ったが、比較的多数の回答が寄せられたこ
とに驚く。
　また、ベーシックインカムのような国から
国民・市民に対する給付のチャンネルを持
たせることは、特別定額給付金や持続化給

表１　クラウドワーカーとして国に望む社会保障施策

出所：�クラウドソーシング研究会「クラウドワーカー（個人）に対する属性と意識調査アンケートの概要と分析」
より。
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付金で生じた課題をも解決できる。すなわ
ち、ベーシックインカムは、国民・市民の振
込口座を把握していなければ実施できない。
また、制度設計にもよるが、ベーシックイン
カムを「すべての人に、個人単位で、資料
調査や労働要件を課さずに無条件で給付さ
れるお金」とした場合、国民・市民は過度
のプライバシーを政府・自治体に提供しなく
て済む。

（３）ベーシックインカムへの警戒感
　しかし、このベーシックインカムに対する
警戒感が強いことも事実であろう12。古典的
な批判としては、就労意欲が減退するので
はないかという懸念、財政上の問題などがあ
る。この点、前者の懸念に対しては様々な
実証実験の中で解消されつつあり、後者に
対しても、（その支給額をどう設定するかに
もよるが）大きな負担増なく実施可能とする
ものも多い。とはいえ、社会保険制度を中心
に構築されてきた日本の社会保障制度をベ
ーシックインカムを中心としたものに変更す
ることは、革命的ともいっていいほどの大変
革である。よって、制度移行にともなうショ
ックがきわめて大きくなる可能性がある。筆
者はこれを懸念する。

さいごに
　雑ぱくではあるが、今後の働き方／働か
せ方を展望しつつ、クラウドワーカーにとっ
てのあるべき社会保障像を探ってみた。日
本の社会保障の研究者には、まだまだ社会
保険制度への確固たる執心があるように思
う。これと親和的なのはSmartのような労働
者協同組合である。しかし、これにも限界
がある。ワーカーは、この労働者協同組合
に加盟しなければ、被用者と同等の社会保
障にアクセスできないからである。
　これに対してベーシックインカムは、「加
盟」という特別な行動をしなくとも、市民で
あれば等しく給付を受けることが可能であ
る。その意味では、ベーシックインカムは働
き方に中立的な究極の制度といえよう。しか
し、ベーシックインカムの実現度は、まだ現
実的なレベルではない。そうすると、当面は
労働者協同組合等のワーカーを支える自主

 1  コロナ禍における女性の非正規労働者の現状については、
たとえば雨宮処凛「コロナ災害のもとのＳＯＳ」世界939
号（2020年）82頁以下を参照。また、フリーランス等の
個人事業主については、嶋﨑量「コロナ禍により曝かれ
た『偽装雇用』の実態」都市問題111号（2020年）18頁以
下参照のこと。

 2  このほか、2020年改正高年齢者雇用安定法は、70歳までの就
業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置（努力義務）
を導入したが（2021年4月施行）、この措置の一つに「70歳ま
で継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」が含まれ
ている。

 3  たとえば、「雇用関係によらない働き方」に関する研究会
報告書（2017年）47頁によれば、「雇用関係によらない働
き手は、怪我や病気、若しくは出産や育児で休業し、又
は受注状況が悪化若しくは事業を廃業し、事業収入を失
った場合に、公的な支援がほとんど得られず、収入が途
絶してしまうという点で、セーフティネットが不十分で
ある。このことは、収入の不安定さの一因にもなってい
ると思われる。」としている。

 4   溝上憲文「政府が持ち上げた『多様な働き方』の皮肉な現状、
ギグワーカーは労働者ではない？」Business Insider Japan 
2020年7月8日（https://www.businessinsider.jp/post-
216124　2021年4月10日最終閲覧）も同旨。

 5   濱口桂一郎「自営業者の社会的保護」Work & Life 世界の労
働55号（2020年）2頁も同旨。

 6   連合総合生活開発研究所「働き方の多様化と法的保護のあ
り方～個人請負就業者とクラウドワーカーの就業実態から
～－『曖昧な雇用関係』の実態と課題に関する調査研究報
告書－」によれば、「自由に使える時間、休日」に「大い
に満足している」「満足している」と回答した割合は、
57.2％である。

 7  フリーランス協会『フリーランス白書2020』116頁。
 8  沼田雅之「クラウドワーカーの保護の可能性」・前掲注（6）

126 ～ 131頁。
 9  https://smartbe.be/en/
 10  山森亮「連帯経済としてのベーシックインカム」世界936号

（2020年）90頁。
11  鈴木亘『社会保障と財政の危機』（ＰＨＰ研究所、2020年）

209-210頁。
12 竹中平蔵氏がベーシックインカムを推奨していることに、

一定の拒否反応が示めされている（たとえば、POSSE編
集部「竹中平蔵のベーシックインカム論は何を目指すのか」
POSSE46号（2020年）64頁以下）。しかし、筆者は山森・
前掲注（10）90頁以下のように、連帯経済の一環として位
置づけられるベーシックインカムに一定の共感を覚える。
また、このような考え方は、多様な働き方／働かせ方の進
展と調和しうると考えている。

的組織の構築が急務であるように思う。労
働者協同組合法の成立・施行が、クラウド
ワーカー等のフリーランサーにとっての受け
皿となることを願うばかりである。
　なお、クラウドワーカーのあるべき社会保
障を考える際に、労働者協同組合やベーシ
ックインカムの導入論ではなく、クラウドソ
ーシング事業者が、発注者らから、クラウド
ワーカーらの社会保険の保険料の一部を徴
収するという方法も検討に値しよう。なぜな
ら、既存の社会保険制度に親和的であるか
らである。しかし、本稿では検討できなかっ
た。筆者の今後の課題である。
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１.  クラウドワークを健全に発展させるために
　クラウドワークは、企業に拘束されず、働
く場所や時間にとらわれない自由な働き方と
して、近年、注目を浴びている。主婦や障
害者、高齢者など、従来の企業社会では働
くことが相対的に難しかった人々にも就労の
機会を提供できる可能性が広がるため、経
済的観点からも、その効果が期待されてい
る。
　しかし、クラウドワークに伴う法的トラブ
ルなども、少なからず見られるようである。
以前、我々の研究グループ1が行ったアンケ
ート調査では、「仕事の不承認、成果物の受
領拒否」、「報酬の不払い、過少払い」、「報
酬の支払遅延」、「仕様の一方的変更」、「時
間管理に関するトラブル」などが多く見られ
た。また、ワーカーに対して不満を聞いたア
ンケートでは、「報酬が安すぎること」、「安
定した報酬を確保するのが困難であること」、

「利用手数料が高いこと」、「発注される仕事
の継続性がないこと」との回答が多かった。
そのほか、ワーカーからは、労災保険や雇
用保険に類似した制度を望む声も多い。で
は、このような問題点を克服しつつ、クラウ
ドワークを健全に発展させるには、どのよう
な法規制が適切であろうか。
　クラウドワーカーは、当事者間の契約上は
自営業者と扱われ、労働関係法令は適用さ
れないとされることが多い。しかし海外では、
近年、特にUberなど運送サービスを提供す

るいわゆる対面型クラウドワークについて、
労働関係法令が一部または全面的に適用さ
れるとする判決が多く見られている2。この
ような傾向は、一見するとワーカーの保護に
資する好ましいものとも思える。しかし、ク
ラウドワーカーを労働者として保護すること
が、必ずしもクラウドワークの健全な発展に
はつながらないとする見解もある。クラウド
ワーカーに労働関係法令が適用されるとす
れば、当然、仕事の発注者、あるいはUber
社のようなオンラインプラットフォームを運
営する企業が、労働関係法令の適用される

「使用者」となり、さまざまな法的義務（最
低賃金規制、労働時間規制、休暇保障、不
当な解雇の制限、社会保険の保険料負担義
務など）を負うこととなる。これでは、安価
で柔軟に企業外の労働力を活用できるとす
るクラウドワークの発注者側の利益が減殺
されてしまい、クラウドワークの利用を躊躇
する可能性がある。また、たとえばプラット
フォーム運営会社がクラウドワーカーの社会
保険料を負担しなければならないとするな
らば、現状、ほぼ手数料収入に頼るプラッ
トフォーム運営会社としては、手数料の引き
上げに踏み切らざるを得なくなるだろう。手
数料が引き上げられることになれば、発注
者のコスト増とクラウドワーカーの収入減少
につながることは避けられそうにない。さら
には、柔軟な働き方を求める働き手にとって
も、労働者とみなされることで企業からの拘

鈴木　俊晴
（早稲田大学　社会科学総合学術院　教授）

クラウドワークをめぐる
約款的規制の意義と課題
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束が強くなることは、必ずしも望ましいこと
ではない。このように、クラウドワークに労
働関係法令を適用することが、唯一で最適
な解決策とも言い切れないことが指摘され
ているのである。では、その他にどのような
規制手法があるのだろうか。

２．フランスにおける新たな規制枠組み
　この点を考察するうえで、世界に先駆け
てクラウドワークに対する法規制を行ったフ
ランスの例が非常に参考になる。フランスで
は、長年にわたり移民と若年層の失業率が
非常に高いことが社会問題となっているが、
彼（女）らに仕事を提供しうるものとして、
政府もクラウドワークを積極的に活用しよう
としている。実際、クラウドワークはアプリ
ケーションやウェブサイトに登録をするだけ
で仕事を始めることができることから、一般
の企業においては就職口を得られにくい状
況にある者の収入の確保に貢献していると
の指摘も多くなされている。
　フランスはまず、2016年に、当時の労働大
臣の名を冠した通称「El Khomri（エル＝コ
ムリ）法」という法律を制定した3。この中で、
プラットフォーム運営会社が、提供されるサ
ービスや販売物の特徴を決定したり価格を
決定している場合には、①クラウドワーカー
は、労働組合を作りまたはそれに加入するこ
とで、集団的な利益を得る権利があるとされ
た。労務提供拒否の団体行動も可能である。
これに加えて、②あるクラウドワーカーが一
つのプラットフォームによって得た総売上高
が、デクレ（政令のようなもの）で定める一
定の額以上である場合には、プラットフォー
ムは、当該ワーカーの労災保険、職業訓練
および職業経歴の証明に係る費用を負担し
なければならない。このように、プラットフ
ォームには、これら「社会的責任」を負う義
務があるとされた。
　また、マクロン政権下の2019年11月には、
複数の交通手段をシームレスに統合すると
いうモビリティ革命「MaaS（モビリティ・
アズ・ア・サービス）」の潮流を強く意識し

た「 モ ビ リティ指 針 法（loi d’orientation 
des mobilités：LOM）」が成立したが4、そ
の中で、更なる保護を図っている。そこでは
まず、人や物を運送するクラウドワークを対
象として、①プラットフォームはワーカーに
対し、就労する前に得られる金額の最低額
を伝えること、②ワーカーはアカウント停止
その他の制裁を受けることなく就労を拒否
できること、③プラットフォームはウェブサ
イト上に前年のワーカーの活動時間と収入の
データを掲載すべきこと、④ワーカーは自由
にアプリケーションの接続を切断することが
でき、プラットフォームはこれを理由に契約
を解除してはならないこと、が定められた（フ
ランス運送法典L.1326-1～4条）。これは、従
来から指摘されていた、Ⓐワーカーが人や
物をピックアップするまで配送先が知らされ
ず、その結果、ピックアップしてから（つま
り事実上、仕事を断れない状況となってから）
初めて報酬額が分かる仕組みとなっている、
Ⓑアカウント停止などの制裁があることで、
アプリケーションのインターネット接続を切
断する自由や配送依頼を断る自由が事実上
制限されている、Ⓒ報酬に不透明な点があ
る、などといった批判に対応したものである。
　加えて、このモビリティ指針法では、プラ
ットフォームが、ワーカーとの契約の一部分
を、法が定める一定の枠組みに基づいて「憲
章（charte）」という形で作成し、その内容
につき行政官庁の認可を得た場合には、ワ
ーカーには労働関係法令が適用されないと
した。当事者の契約内容が適切であれば、
労働関係法令の適用を免れることとして、運
送サービス提供型クラウドワークの活性化
を図ったのである。
　「憲章」で明示すべき内容については法令
上厳密に決められているわけではないが、条
文では、以下のような項目は明確にすべきと
されている（労働法典L.7342-9条）。
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　プラットフォームは、「憲章」の認可請求
に先立ち、「憲章」の内容についてワーカー
から意見を聴取し、これを「憲章」に添付
しておかなければならない。また、作成され
た「憲章」はプラットフォームのウェブサイ
ト上に掲載しなければならない。
　以上のように、フランスでは、とりわけ
Uberをはじめとした運送サービスを提供す
るクラウドワークを対象に、団結権、団体行
動権、また場合によっては労災保険や職業
訓練を受ける権利などを保障している。ま
た、就労前に得られる報酬額が分かるよう
にすることや、アプリケーション接続の自由
や仕事の諾否の自由を保障することなどを
法律で定めた。加えて、法で定める適切な
契約内容を備えていれば、労働関係法令は
適用されないことも規定された。労働関係
法令が適用される労働者ではないとの前提
に立ちつつも、必要性に応じた保護を個別
に規定したり、契約内容の適正化を促す仕組
みを設けているのである。
　もっとも、このような政府の政策意図は、
のちに司法によって部分的には変更を余儀
なくされている。政府としては、クラウドワ
ークを労働関係法令の適用から解放するこ
とで利便性を強化し、クラウドワークの普及
促進を目指した。しかし、裁判所は、当事
者の契約内容が諸事情を総合して「労働契
約」と評価できるようなものであれば労働関
係法令が適用されるとして、労働関係法令
が適用されなくなるとした法律の箇所を無

効であるとしている。結果として現在では、
政府の政策意図が実現されない状態となっ
ている。

３．約款的規制5の妥当性
　わが国でも、Uber Eatsをはじめとしたフ
ードデリバリーサービスが爆発的な拡がりを
みせるなど、クラウドワークは着実に浸透し
つつある。そこで政府も、このような就業形
態の適切な発展を目指した法規制を模索し
ている。たとえば、2018年から2020年に厚
労省で開催された「雇用類似の働き方に係
る論点整理等に関する検討会」では、クラ
ウドワーカーなど雇用類似就労者を、労働
関係法令が適用されるべき「労働者」に含
めるかどうかの議論は今後も継続的に行う
としつつ、喫緊の課題として、①契約条件
の明示、契約の締結・変更・終了に関する
ルールの明確化等、②報酬の支払確保、報
酬額の適正化等、③就業条件、④紛争が生
じた際の相談窓口等について、詳細な議論を
行っている。
　しかし、筆者も検討会の委員として議論
に参加するなかで、クラウドワーカーに対す
る法規制を検討することの難しさを痛感し
た。たとえば、クラウドワークについて、労
働者に対する最低賃金保障に類似した制度
の創設を検討するにしても、時間的な拘束
が極めて緩やかな働き方が多いクラウドワ
ークに、これまでと同様の時間あたりの最低
賃金を設定するのは、理論的にも技術的に

１．�プラットフォームを用いた就労者の職業活動の行使条件、とりわけサービス利用者とのかかわり
方の規則、利用者による少ない履行要求に応じるために就労者が同時に接続できる数を制限でき
る規則など。これら規則は、就労者とプラットフォームとの排他的ではない関係および、就労者
が当該プラットフォームを利用する自由や活動時間帯であることにより強制されることなく接続
したり接続しない自由、を保障する。�

２．就労者が役務の提供に見合った適切な対価を得られることをめざした方式
３．職業的能力の発展および職業経路の安全化のための方式
４．�とりわけ、Ⓐ就労条件の向上を目指した規定、Ⓑ活動により就労者が被る職業リスクおよび第三

者により引き起こされる損害を予防する規定
５．情報共有の方式、職業活動の行使条件に関するプラットフォームと就労者との対話の方式
６．就労者が職業活動の行使条件に関するあらゆる変更につき情報提供を受ける方式
７．�期待されるサービスの質、就労者の活動と実現に対するプラットフォームによる監督の方式、商

法典（code�de�commerce）L.442-1条に従いプラットフォームと就労者との商業的関係の解消を
もたらしうる条件およびその際に就労者が受けられる補償

８．場合によっては、プラットフォームによって交渉された、就労者が享受しうる付加的な社会保障�
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も非常に困難である。また、仕事の内容も、
たとえば、単発で依頼される １ 回100円のア
ンケート調査や１文字いくらで計算される翻
訳のようなものから、Uber Eatsのような運
送サービスの提供、プログラミング、創造性
が強く要求されるようなウェブデザイン、学
術的要素の強い市場調査など、ありとあらゆ
る分野にわたる。これらに対して、一律に最
低賃金規制をしていくのは不可能に近い。
　このように、業種によってさまざま異なる
内容を持つクラウドワークを、法令によって
統一的に規制するのは非常に難しい。就業
実態に即したアプローチが必要である。そこ
でまず考えられるのは、業種ごとに法令によ
って規制する方法である。しかし、業種ごと
に法律というかたちで事細かに定めるのは
時間とコストがかかるし、またそれゆえに時
代の変化に応じた機動的な運営を行うこと
も困難となる。
　そこで、現在有力視されている規制手法
としては、各業界団体に、自主規制を促す
方法がある。たとえば、プラットフォームを
運営する企業がある業界団体に加入する際
には、加入条件として、一定のルールを遵
守していない契約内容の業務発注は受け付
けないことを求めることなどが考えられよ
う。つまり、現在、フランスで模索されてい
るような、当事者間の契約内容に一定の枠
組みを設ける方法である。たとえば、就労内
容、期間、報酬額やその決定方法、支払方法、
成果物の評価方法、契約内容の変更の方法、
契約解除事由、トラブル発生時の相談体制
などを、あらかじめ定型的に定めておくこと
が考えられる。業種ごとの約款的規制、と言
い換えることもできようか。
　この方法であれば、業界の状況に応じた
機動的な規制が可能である。ただし、自主
規制の内容の健全性を維持するためには、
やはり監督官庁の入念な指導が必要になる
であろう。また、自主規制という形ではどう
しても規制力は弱くなるし、業界団体に加入
しない企業は自主規制の網から漏れてしま
うことは避けられない。加えて、業界団体が

価格統制などを行うようなことがあれば、独
禁法上の問題が発生する可能性もあろう。こ
のほか、約款的なものを作成する際に、ワー
カー側の意見を反映しうる仕組みを設ける
べきかも重要な課題と言える。
　以上のように、クラウドワークに対する法
的規制は、就労の実態や就労者のニーズに
応じて、どのような保護や規制を、どのよう
な形で実効的なものにしていくべきか、を検
討すべき段階にきている。今後の議論の蓄
積が待たれるところである。

 1  科学研究費補助金「クラウドソーシングの進展と社会法の
近未来－クラウドワーカーの法的保護の検討」（研究代表
者：浜村彰（法政大学教授））に基づく研究グループ。

 2  フランスの破毀院社会部2020年３月４日判決、イギリスの最
高裁2021年２月19日判決など。

 3  Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels

 4   Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019“Loi d’orientation 
des mobilités”

 5   ここでいう「約款」とは、多数の者との契約に用いるため
の、あらかじめ定型的に定められた契約条項という程度
の意味合いで用いている。民法上の「定型約款」と関連
付けることを意図したものではない。
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はじめに
　－ ＩＴ企業で契約社員として働いていま

す。正社員にならないかって言われてい
ますが、断っています。だって、今は時
給制だから残業代は払われていますけ
ど、正社員になると固定残業でいくら働
いても定額ですよ。それなのに責任ば
かり重くなって、お客さんが無理を言え
ば休日に出勤しなければならなくなっ
て。
だからウチの会社の正社員ってみんな
給料安くてお弁当持ってきているんで
す。ぜんぜん、魅力ないですよ。
それよりもウーバーイーツ！　今は副業
で休みの日や会社の帰りに配達員をし
ています。やれば、やっただけ収入に
なるし、好きなときに休めるし。できれ
ば会社を辞めてウーバーイーツ一本に
しようかと思っているくらいです。

　これは2017年秋ごろに、ウーバーイーツの
配達員を副業としていた20歳代の女性の発
言だ。
　当時、この発言は私にとって大きなショッ
クだった。

１.   広がるクラウドワーク
　「ウーバーイーツで働いている人からの相
談は来ていませんか？」
　ある集会からの帰り、知り合いの弁護士
にこう声を掛けられた。この一言をきっかけ
にＳＮＳで呼びかけるなどして４～５人のウ

ーバーイーツの配達員から話を聴く機会を
得て、冒頭の発言に接することになった。
　スマートフォンなどにダウンロードしたア
プリを介して、プラットフォームと呼ばれる
インターネット上のサイトで仕事の契約から
受発注までが行われるクラウドワーク。その
クラウドワークの代表企業ともいえるウーバ
ーテクノロジーズ（以下「ウーバー」）の日
本法人、ウーバージャパンは2012年11月に設
立、レストランから個人宅に食事を配達する
配達員のクラウドワーク、ウーバーイーツと
して日本に進出した。冒頭の発言を聴いた
2017年当時、日本国内での知名度はまだ高く
はなく、配達エリアも限定されていた。その
ため配達員の確保・定着は不可欠で、報酬
システム自体はそれほど悪くはなかった。
　もともとウーバーがクラウドワークの代表
的な企業として世界に進出したきっかけは、
日本では「道路運送法」などの規制もあっ
て実施できないライドシェア（自動車の相乗
り）だった。しかし、2017年当時すでに最低
保障などを求める訴訟が、欧米を中心に各国
で始まっていた。
　ウーバーイーツが日本に上陸した当初は、
競合他社はほとんどなかったが、ここ数年で
外資系企業が相次いで日本に進出、日本資本
の企業も誕生している。新型コロナウイルス
の影響による、いわゆる「巣ごもり需要」も
追い風となって、各社とも業績は好調と聞く。
　クラウドワークは、ウーバーイーツのよう
な食事の配達だけでなく、デザイン、文書

関口　達矢
（全国ユニオン事務局長）

クラウドワークをめぐる
現状と課題
～組織化と法規制の在り方に向けて
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作成、民泊、宅配、家事代行などあらゆる
分野に進出している。
　日本国内では、軽貨物ワゴンによる宅配で
の広がりが顕著だ。特にＧＡＦＡの一角を占
めるアマゾンでは、クラウドワークで個人事
業主による配達を拡大している。

２．クラウドワークの仕組み・報酬など
　では、どうすればクラウドワークで働ける
のか？
　食事配達でみると、まずネット上でプラッ
トフォームと呼ばれるサイトにアクセスし、
スマートフォンなどにアプリをダウンロー
ド。来社して説明を受けるか、送信された
書面を読むなどして承認し、配達用のバッグ
を受け取り登録完了。その後、働きたいとき
にアプリをオンラインにすると、店からの配
達の依頼が届く。店を訪問して商品を受け
取り顧客に届ける――多少の違いはあるも
のの、大筋では、プラットフォーム各社で同
様のシステムだ。
　報酬は１件○○円であったり、○キロメー
トルあたり○円であったり、またはその組み
合わせだ。数多く配達したり、雨天などの悪
天候のときに配達するとインセンティブがつ
く。もちろんアプリをオンにしても、すぐに
仕事が入るとは限らない。どの配達員に仕
事が与えられるかは、各社で多少の説明は
されているが、真偽は定かではない。また、
報酬のシステムやインセンティブなどが突然
変更されることもある。進出したばかりの企
業の場合、配達をしなくてもアプリを起動さ
せた一定の時間に対して時給を保証するこ
とで、配達員の確保・抱え込みをはかるケー
スもある。
　もうひとつ「顕著」と指摘した宅配のクラ
ウドワークは、アマゾン以外では国内企業が
多い。同様にプラットフォームにアクセスし
てからスマートフォンなどにアプリをダウン
ロードし、必要な書類を撮影して送信すると
会社が審査を行い、問題がなければ登録完
了。審査に要する時間は様々で、事業所を
訪問することもあるが、アプリの審査のみで
数時間後には就労可能となるケースもある。
　宅配サービスの場合は、配達員用のアプ

リ画面を開くと荷物のある場所（○○倉庫な
ど）と届け先、荷物の種類、金額などが複
数件表示される。ドライバーは、その表示さ
れている中から仕事を選ぶ。すぐにできる仕
事もあるが、１～２カ月ほど先の仕事も表示
されており、むしろ翌日以降の仕事を確保す
ることになる。ひとつの仕事に複数ドライバ
ーの応募があった場合、だれが選ばれるか
の基準は不透明で、かつ、実際に複数の応
募があったかもドライバーには知らされない
こともある。
　この表示されている仕事を選ぶという仕
組みと、報酬や仕事を得られる基準の不透
明性は、その他の多くのクラウドワークに共
通する。
　このように、だれでもすぐに働き始めるこ
とができ、いつ・どこで・何時間働くかの自
由度は高い。しかし個人事業主扱いなので
労働法の適用外に置かれ、社会保障も脆弱
で、病気やケガに見舞われれば収入が途絶
え、生活が破綻しかねない。報酬基準や仕
事の提供のシステムは不透明で前触れもな
く変更されることがある。しかも働きたいと
きに働きたい時間を確保できる保証はなく、
結果として報酬は不安定――これが、クラ
ウドワークの現状だ。
　以下では、上記の宅配のクラウドワークで
の相談事例とウーバーイーツでのユニオン
結成の経緯について紹介し、その後、組織
化に向けた課題や法規制について述べたい。

３． 6カ月間で50日以上仕事が取れない状態に
　50歳代前半の男性Ａさん。不動産の営業
などいくつかの職業を転々とし、会社役員の
運転手として働いていたが失職。求職活動
をしたがなかなか決まらず、インターネット
の広告を見てクラウドワークの個人事業主ド
ライバーとなった。会社で軽貨物ワゴンのレ
ンタルをしていたことも決めた理由のひとつ
だった。
　この会社は、前述したように、登録したド
ライバーがプラットフォームに表示された仕
事を自由に選んでいくシステムだ。働き始め
てから１カ月ほど経ったある日、親族に不幸
があり、急きょ、帰省することになったため、
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会社に連絡。１週間ほど先に決まっていた
仕事をキャンセルした。すると、このキャン
セルを理由に一定期間、仕事に応募できな
い「アカウント停止」にされた。
　さらに、会社から電話があったが、帰省
中で混乱していたために出られないでいる
と、今度は連絡がとれなかったという理由で
報酬の支払いまで止められた。確かに理由
に関わらず、キャンセルすればアカウント停
止になるとは聞いていたが、親族の不幸にま
で適用され、しかも支払いまで止められたこ
とに、Aさんは強い不信感を持つようになっ
た。
　その後、東京に戻り仕事をしていたときの
ことだった。会社から、同じ時間帯の仕事に
応募した場合は、両方が当選することはな
いと言われていたため、近接した時間帯に
別の場所に荷物を受け取りに行く２件の仕
事に応募した。すると、どちらも当選。会社
のシステム担当に問い合わせて、一方をキャ
ンセルした。すると、今度はこのキャンセル
を理由にまたアカウントを停止された。働き
始めてから６カ月ほどであるにもかかわら
ず、２回のアカウント停止期間の合計は50日
間を超えた。休日も考慮すれば実質的に6カ
月のうち4カ月ほどしか働けなかったことに
なる。
　しかし、そんな状況でも軽貨物ワゴンのレ
ンタル料金は毎月同じように発生する。あま
りの理不尽に２年間としていた軽貨物ワゴン
のレンタル契約の途中解除と安心して働ける
就業環境を求め、全国ユニオン傘下の東京
ユニオンに加入し、2019年の秋に団体交渉
を申し入れたが拒否された。このため、2020
年の年明け早々に東京都労働委員会に不当
労働行為の救済申立を行い、和解が成立し
た。
　Aさんは、クラウドワークで働くことにな
った理由について、次のように話した。
　「履歴書を何枚書いても、面接にたどり着
ける会社はわずか。やっとたどり着いた面接
では、自分より若い面接官に嫌味を言われ
て不採用になることもありました。この仕事
は、履歴書の作成や面接などの面倒はなく、
登録すればすぐに働けますからね。」

　Aさんは、現在、別のプラットフォームか
ら仕事を受注するクラウドワークの個人事
業主ドライバーとして働いている。

４． ツイッターの呼びかけに約30人の配達
員が参加

　ウーバーイーツは、日本進出後、順調に
配達エリアを拡大し、それに伴って配達員
も増えてきた。すると、インセンティブの見
直しなど報酬に関わることが、ある日突然、
不利益に変更されるようになった。また、Ｓ
ＮＳなどを通じて配達員の事故も報告され
るようになり、仕事に対する不満・不安が拡
がっていた。
　そんなある日、知人の弁護士がＳＮＳを通
じて接触した数名のウーバーイーツの配達
員が、労働組合を好意的に受け止めてくれた。
これに気を良くし、労働組合の設立に向けた
準備会の開催を計画。「ウーバーイーツユニ
オン準備会」の名前でツイッターのアカウン
トをとり、準備会への参加を呼びかけた。
　呼びかけ用のチラシをつけたツイートは、
瞬く間に100リツイートを超えたが、同時に
批判的な書き込みもあった。どんな人がどれ
くらい集まるのか不安だったが、2019年6月
12日に開催した説明会には約30人の配達員
が参加。その後、数回の準備会を経て要求
事項をまとめ、2019年10月3日、ウーバーイ
ーツの配達員でつくる「ウーバーイーツユニ
オン」を結成した。結成時の組合員は18人だ
った。準備会を通じてまとめられた要求の柱
は、事故・ケガに対する補償、適正な報酬、
運営の透明性の３つだ。
　10月８日に労働組合の結成通告と要求書
をウーバージャパンに送り、団体交渉の開催
を求めたが拒否された。拒否の理由は、配
達員の契約相手はウーバージャパンではな
く、オランダにあるウーバーポルティエだと
主張している。ウーバーイーツユニオンは、
日本労働弁護団の協力を得て、東京都労働
委員会に不当労働行為の救済申立を行い、
2021年5月時点で調査が継続している。

５． 労働組合の役割と結成に向けた懸念
　ウーバーイーツユニオンの結成にいたるま
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での準備会で驚いたことがあった。集まった
人たちの何人かがＳＮＳでのみつながって
いて、準備会で初めて会うということだった。
　前述したようにクラウドワークは、その高
い自由度ゆえに、働く者は、孤立し分断され
ている。この分断された働く者同士をつなぐ
役割を労働組合が担うことができれば、組
織化につながるのではないか。実際に、ウ
ーバーイーツユニオンでは、コロナ禍でもオ
ンラインを使うなどして、結成以来月１回の
定例会を継続し、結束を強めている。
　また、ウーバーイーツユニオン準備会の出
席者から、労働組合に入ると仕事ができなく
なるのではないかと懸念する声を聴くことが
多かった。もちろん、労働組合に加入したこ
とを理由にした不利益な取り扱いは不当労
働行為ではあるが、前述した宅配ドライバー
を含めて、すべてのクラウドワークはそもそ
もだれにどのような基準で仕事を与えている
か不透明であるため立証が難しい。
　海外では、労働組合の活動家に対するプ
ラットフォームによる報復として、仕事がで
きなくなったこともあると聞く。今後、クラ
ウドワークでの組織化を進めるうえでの重要
なポイントになるだろう。

６． 法規制と労働組合結成で改善を
　欧米では、すでにいくつかの判例でおお
むねプラットフォームを運営する企業と働く
者の間に使用従属性が存在するとして労働
者性を認め、そのうえで保護の在り方が論
じられる傾向にある。
　日本でも法規制を考えるうえで、この世界
的な流れを無視するわけにはいかない。しか
し、労働者の概念を拡大すると同時に「雇
用の原則」についても「直接かつ無期雇用」
であることを明確にすべきではないか。そう
でないとクラウドワークの就労形態に引き寄
せられ、使用者にとって使い勝手のよい形
に現在の雇用がゆがめられるのではないか
と危惧する。
　また、欧米のいくつかの国ではクラウドワ
ークで働く人に対して、社会保険への加入
が認められたことで、各社が遡って社会保
険料を徴収されている。日本ではどうか。い

つ・どこで・何時間働くのかを自由に決めら
れるクラウドワークにも社会保険の適用を認
めるのであれば、雇用保険を含めて現在の
加入要件は抜本的に見直しが必要になる。
具体的な見直しの内容については議論が分
かれるが、方向性としては望ましいと考える。
　一方、現行法でも労働時間に関わらず適
用される労災保険については「報酬」に保
険料率を掛けて、年に１回の労働保険の年
度更新の対象にすることは、手続きとしてそ
れほど難しくないのではないか。特別加入の
対象に加えることが検討されているともいわ
れるが、将来的に法改正により通常の労災
保険につなげていくことを展望したい。ウー
バーイーツの配達員には、すでに死亡事故
の報告もある。クラウドワークで働く者にと
って、切実な要求だけに早急に対応すべき
だ。
　また、前述したように、クラウドワークの
宅配ドライバーの団体交渉は拒否された。ウ
ーバーイーツユニオンも団体交渉を拒否さ
れ、東京都労働委員会の調査も進んでいる。
この日本初と見込まれるクラウドワークの団
体交渉応諾に関する命令公布までは、もう
少し時間がかかりそうだ。一方、クラウドワ
ークは急速に広がっている。こうした状況を
みれば、労働委員会命令を待たずに、プラ
ットフォームを運営する企業に対する団体交
渉応諾義務を明確にすべきだ。
　クラウドワークは、働き方だけでなく私た
ちの生活にも大きな変化をもたらす可能性
を秘めている。その変化によって働く者が犠
牲になるようなことはあってはならない。現
時点では、あまりにも企業側に都合よく、個
人事業主とされる働く者は理不尽にさらされ
ている。
　歯止めをかけるには、法規制と労働組合
づくり――組織化が必要だ。クラウドワーク
が広がる欧米ではすでに労働組合が結成さ
れ、社会的な存在感を示している。海外の
事例に学びつつ、世界各国の労働組合との
連帯を深めながら取り組みを進めたい。

―  19  ――  18  ―



DIO 2021, 5

　連合総研では、現在、常設の「経済社会研究委員会」、「勤

労者短観調査研究委員会」を除くと、九つのテーマの調査

研究委員会が進行中です。

　連合総研の調査研究の方法としては、アンケート調査で

の大量観察によるデータ分析、関係者へのヒヤリングによ

るケースレコードによる分析、関係者の座談会など、研究

会の先生方と連合総研事務局が連携してさまざまな研究方

法を採っています。

　さて、1年以上続くコロナ禍で、多くの企業や労働組合と

同様に、連合総研の調査研究活動も大きく影響を受けてい

ます。コロナ禍では、人と人が会うことでのコミュニケーショ

ンが制限され、会議・打ち合わせはオンラインという様式

が急速に進みました。

　連合総研でもオンラインでの研究委員会開催が日常のス

タイルとなってきました。

　研究委員会でのヒヤリングも、相手先に訪問してのヒヤ

リングが難しくなった反面、空間の制限を超えて、オンラ

インでのヒヤリングの可能性が広がっています。

　連合総研「外国人労働者の受入れのあり方と多文化共生

社会の形成に関する調査研究会」では、同じ日の午後に岡

山県美作市役所と北海道倶知安町役場という遠隔地２ヵ所

へのヒヤリングをすることができましたし、「男女共同参画

社会の実現に向けた労働組合の役割に関する調査研究会」

では、1週間の間に、ノルウェーの労働組合のナショナルセ

ンター「LO」、同じくドイツの「DGB」へのヒヤリングも

オンラインで行うことができました。名著『聞きとりの作法』

で、「現場近くで聞け」と著された小池和男先生に叱られそ

うですが。泉下の小池先生にはコロナ禍での聞きとりにつ

いてどんなご示唆を頂けたか、ご指導を頂きたかったもの

です。

　また、対人コミュニケーションの制限が、これまで人と

人が話をすることでコミュニケーションを深めてきた労働

組合の活動に、どのような影響を与えているのかも気にな

るところです。

　すでにコロナ禍が1年以上経過していますので、労働組合

活動の現場では様々な工夫がなされているようです。小欄

を書くに当たって、限られた範囲ですが、第一線の組合役

員に、組合活動でのコミュニケーションの変化について聞

いてみました。

　労働組合の活動は、階層別にみると、組合員に最も近い

職場委員と職場組合員とのコミュニケーション、次に職場

委員と支部（あるいは単組）役員とのコミュニケーション、

本部・支部体制の組合では本部・支部役員間のコミュニ

ケーション、産別段階では産別加盟組織と産別本部間のコ

ミュニケーションがありますが、大会・中央委員会のよう

な多人数のコミュニケーションと情報共有が必要な場はオ

ンライン会議が浸透しているようですが、役員選挙のよう

に直接無記名投票が義務付けされている場合は、「電磁的方

法」などの組合規約改正の必要もあるようです。

　最も気になるのは、コロナ禍での職場レベルの職場組合

員と職場委員とのコミュニケーションです。職場の組合員

にとって、職場委員は労働組合活動のキーマンとして最も

身近な存在です。

　在宅勤務ができない職場では、職場委員は職場組合員と

は対面でのコミュニケーションができているようですが、

一方、事務技術部門のような在宅勤務が可能な職場では、

職場に組合員がいないことが多く、職場にいる組合員だけ

で職場集会を行った後、会社のオンラインインフラを使っ

て職場委員がWeb職場集会を行っていたり、また、支部執

行部がオンラインで直接、職場の組合員からの意見を集約

したりすることもあるようです（会社のWeb会議インフラ

を組合活動で使用する場合の労働協約上の確認が必要です

が）。オンラインでの意見集約では従来の対面方式に比べ倍

近い意見が寄せられ、また、意見に対するフィードバック

もオンラインで行うことで労働組合への信頼感も高まって

いるとの声もあるようです。ワクチンでコロナ禍を抑え込

んで対人コミュニケーションが可能になっても、労働組合

の活動のスタイルが変化していく可能性があります。また、

オンラインで空間を超えることが日常的になっていくと、職

場に職場委員を配置するという従来の活動単位にも変化が

あるかもしれません。

　連合総研としても、コロナ禍で労働組合の活動がどのよ

うに変わっていくのか注目していきたいと思います。

対人コミュニケーションの変化がもたらすもの

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　事務局長（専務理事）　新谷　信幸
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「リベラル・コンセンサス」（市場の自
由を唱える経営者階級と、国家による
分配と平等を唱える労働者階級の対立
を解消するケインズ主義的福祉国家へ
の合意）が成立したことを紹介してい
る。
　しかし、1970年代に、２度のオイ
ルショックを契機として各国の経済成
長が終わると、リベラル・コンセンサ
スは解体された。第２章では、「新自
由主義vs.文化的リベラル」として、
経済的な自由を前面に掲げる新自由主
義（サッチャーとレーガンの改革）と、
社会的・文化的な自由を掲げる社会運
動（文化的リベラル）を紹介している。
　第３章では、「グローバル化とワー
クフェア競争国家」として、1990年
代以降、グローバル化への対応により、
ワークフェア競争国家が生まれたこと
を紹介している。グローバル化により
法人税率の引き下げ競争が起こる一方
で、安定した働き方をする人々（イン
サイダー）の外側に、断片的で不安定
な働き方をする人 （々アウトサイダー）
が増えた結果、市場活力を重視するが、
同時に国家が教育や福祉を通じて人々
に働きかけ、経済競争へと人々を動員
する役割を担うことを認める国家像

（ワークフェア競争国家）が生まれた
（アメリカの民主党ビル・クリントン
政権やイギリスの労働党ブレア政権）。
　第４章では、「現代リベラルの可能
性」として、リベラルな政策を実現す
るためには、アウトサイダーとリベラ
ルな価値観を持つインサイダーの間に
政治的な連携を作り上げた上で、イン
サイダー向けの給付の改革（医療・年
金改革）とアウトサイダー向けの支援

（社会的投資（子育て支援、教育、就
労支援）と最低所得保障）を同時に行
わなければならないとしている。
　第５章では、「排外主義ポピュリズ
ムの挑戦」として、2000年代以降、

外国生まれの人を排斥したり、移民・
難民の流入に反対したりする動きが先
進国で強まっているのは、ワークフェ
ア競争国家により福祉水準の引き下げ
や選別化が進んだ結果、経済的な不安
定に直面する労働者層や失業者層が移
民に対する排外主義的な感情を強めて
いるためであり、就労支援や福祉政策
では、移民と自国生まれの市民を区別
せず、困難な状況にある人に対して共
通の枠組みによって手厚い支援を行う
べきとしている。
　第６章では、「日本のリベラル」と
し て、 戦 前・ 戦 後 の 自 由 主 義 か ら
1990年代の政治改革を経て、民主党
政権、第２次安倍政権までを紹介して
いる。1990年代は、「日本型福祉社
会」が破綻するとともに、リクルート
事件や東京佐川急便事件をきっかけに
選挙制度改革が実現した結果、冒頭述
べたように「リベラル」が語られるよ
うになったが、政治家の離合集散のシ
ンボルとしてであり、「日本型福祉社
会」に代わる新たなビジョンや雇用・
福祉政策は論じられなかったとしてい
る。
　その後の民主党政権について政策上
の問題点を指摘し、第２次安倍政権に
ついて新自由主義からワークフェア競
争国家への転換を象徴する政権だった
と論じた上で、最後に、日本が抱えて
いる課題として、財政赤字、少子高齢
化、格差の拡大の三重苦を挙げている。
ここから抜け出すために、どのような
道を選択するのか、政治の構想力と、
私たち自身の選択が問われていると締
めくくっているが、終章で著者の考え
を提示している。
　三重苦の解消はいずれも難問である
が、弊研究所の研究テーマの射程でも
あり、研究を進める重要性を改めて感
じた。

は「保守」と「革新」と言って
いたのが、いつの間にか「保守」

と「リベラル」と言うようになってい
たなと思っていたが、日本における「リ
ベラル」は、1994年の衆議院の選挙
制度改革で政界が一気に流動化した時
期に、突如使われるようになったとの
こと。社会党系の議員たちが、冷戦終
結とともに意味を失った「革新」に変
えて「リベラル」を自称するとともに、
自民党、新進党といった保守二大政党
に対抗する第三極の結集を目指す勢力
が「リベラル」を自称した。また、民
進党（旧民主党）が分裂し、立憲民主
党が結成された2017年前後にも、メ
ディアなどで「リベラルとは何か」が
盛んに論じられた。
　本書は、副題にもあるとおり、17
世紀に欧米で生まれた自由主義から現
代日本に至るまで、「リベラル」と呼
ばれる政治的思想と立場が、どのよう
に生まれ、どのような可能性があるか
を論じている。
　第１章では、「自由放任主義からリ
ベラルへ」として、17世紀のロック
の自然権思想を出発点とし、20世紀
初頭に自由放任主義から「リベラル」
への思想転換が起き、第２次大戦後に
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『リベラルとは何か　17世紀の自由主義から現代日本まで』

現代リベラルは混迷の時代を
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今月のデータ
独立自営業者のスキル・技能形成の

あり方を考えてみる

労働政策研究・研修機構（JILPT）調査報告書『独立自営業者の就業実態と意識に
関する調査』（JILPT調査シリーズNo.187、2019年）

　雇われない働き方としての独立自営業者。自ら顧客や契約を勝ち

取り、自力で生計を維持する——彼らに対して、そんな印象を抱く

者も少なくないだろう。そうであるとすれば、顧客や契約を勝ち取

るためのスキル・技能は彼らにとって重要な意味を持つはずである。

いったい、彼らはかかるスキル・技能をどのように習得しているの

であろうか。

　労働政策研究・研修機構（JILPT）の調査報告書『独立自営業者の

就業実態と意識に関する調査』（JILPT調査シリーズNo.187、2019

年）（以下、「調査報告書」）は、2017年の1年間に自営業、フリーラ

ンス、個人事業主あるいはクラウドワーカーとして仕事をして収入

を得ていた者（同調査ではこれらを「独立自営業者」と総称している）

を対象にインターネット調査（回収数8,256件）を実施しており、

その第３章（71頁以下）では、自営業者のキャリアやスキルに関す

る分析が加えられている。以下、そこでの分析の一部を垣間見てみ

よう。

　図表１は、「独立自営業が仕事に必要なスキルをどこで身につけた

のか？」との問いに対する回答を集計したものである。最も多いのは、

①「会社（以前の会社を含め）での経験、研修及び勉強会」で身に

つけたとの回答であり、全体の３割を超えている。さらには、②「自

学自習」（28.2%）や③「高校、専門学校、大学などの教育機関」

（14.9%）で身につけたとの回答も多い。他方で、⑩「特にない」と

の回答も多く、約３割に達する。

　これらの回答結果から推測するに、傾向としては、「①・③のよう

に過去の自分の職業キャリアや学校教育の中で培ったスキルを活用

している者」、「②や⑤のように自力で何らかの手段を講ずることに

よりスキルを培っている者」、あるいは、「⑩のように特段のスキル

を要することなく、すぐに始めることができる仕事を自営業として

遂行している者」の３つが多いということであろうか。

　他方で、独立自営業者の将来的なスキルアップや技能形成を考え

る際には、④や⑥～⑨のような第三者によるスキルアップのための

機会の提供もまた必要になるのではなかろうか。雇用労働の場合に

は、所属企業による継続的な形での訓練やキャリアアップのための

機会の提供に期待できるのかもしれないが、自営業の場合には、本

人が望んでいるとしても、そうした機会にありつけるとは限らない。

図表１　スキルを身につけた場所

DIO 2021, 5

＊調査報告書335頁を参考に作成。
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図表３　ネットワーク参加の有無（仕事別）

　そこで図表２を見てみよう。これは調査対象の独立自営業者に対

して、今後必要だと思うスキルアップのための手段を聞いたもので

あるが、その中では、例えば、「同業者（仲間や友人を含む）との勉

強会、セミナーなどでの情報交換」を通じたスキルアップに対する

ニーズが少なからず存することが窺える。

　このような同業者との勉強会や情報交換という手段に着目して考

えてみると、独立自営業者が同業者・仲間との「ネットワーク」（つ

ながり）を有しているのか否かは、そのための重要な前提条件となる。

図表３は、このようなネットワークの有無をまとめたものであるが、

これによれば、独立自営業者全体の３割程度がネットワークに参加

しているにとどまり、仕事別にみると、その参加率が２割程度のも

のもある。いかにして、職業的利益を共有する者同士のネットワー

クの拡充を図るべきか。フリーランス協会の取組みや連合の展開す

るネットワーク会員サービスのような仕組みが１つの手がかりにな

るのかもしれない。
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＊調査報告書75頁を参考に作成。

図表２　今後必要だと思うスキルアップ（仕事別）

＊調査報告書84頁を参考に作成。
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I NFORMATION

D I O
２０２１　

　 ク ラ ウ ド（Crowd） ソ ー シ ン グ
が企業組織や雇用労働の在り方を変
え る。2016年 頃 に そ ん な 話 を 初
めて聞いたときは、「そんなの、雲

（Cloud）を掴むような話ではないか」
と冷ややかに受け流していた。しか
しその後、デジタル化の更なる進展
やコロナ禍を契機として、このビジ
ネスモデルはより多くの人々にとっ
て馴染みのあるものとなりつつある。
その一方で、この新しいビジネスモ
デルの下で働く者が抱えるトラブル
もまた増えつつある。働き手が不満

の声を上げようにも、その声が群衆
（Crowd）の中に埋もれてしまい、掬
い上げられないこともあるだろうし、
あるいは責任主体が雲（Cloud）隠
れしてしまうこともある。クラウド
ソーシングというビジネスモデルが
持つメリットやポテンシャルを尊重
しつつ、働き手にとってのフェアワ
ーク実現のための環境整備も同時に
進められるよう、今後の議論動向を
注視していきたい。

（プラダを着たことの無い悪魔）
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【3月の主な行事】

 ３月１日 第 41 回勤労者短観　アドバイザー会議

 ３日 所内・研究部門会議

 ４日 第 14 回障がい者の更なる雇用促進と

  職場定着に向けた課題と方策に関する調査研究委員会

（主査 : 眞保　智子　法政大学現代福祉学部教授）

 16 日 第７回女性活躍の推進・男女間格差の是正に向けた

労働組合の役割に関する調査研究委員会

（主査 : 権丈 英子　亜細亜大学副学長・経済学部教授）

 17 日 所内・研究部門会議

 22 日 第８回女性活躍の推進・男女間格差の是正に向けた

労働組合の役割に関する調査研究委員会

（主査 : 権丈 英子　亜細亜大学副学長・経済学部教授）

 23 日 第 12 回今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会

（主査 : 毛塚　勝利　労働法学研究者）

   24 日 所内勉強会

 26 日 第２回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティーネットに

関する調査研究委員会

（主査 : 玄田　有史　東京大学社会科学研究所教授）

 29 日 第９回女性活躍の推進・男女間格差の是正に向けた

労働組合の役割に関する調査研究委員会

（主査 : 権丈 英子　亜細亜大学副学長・経済学部教授）
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