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ジュネーブ協会副専務理事兼リサーチ＆フォーサイト責任者、Kai-Uwe Schanz 
 
 
今日の労働者たちは、ギグエコノミープラットフォームを通じてサービスを提供することが増えています。ギグエコノ
ミープラットフォームとはすなわち、サービス（「ギグ」：単発の仕事）ごと、および需要に応じたオンデマンド方式で労
働者と顧客を結びつけるデジタルプラットフォームのことです。急成長しているとはいえ、デジタルプラットフォーム
を通じて仲介される仕事から主要収入源を得ている労働者（プライマリーワーカー）の割合はまだ比較的小さく、米
国では成人人口の約3%（800万人）1、EUでは1.5%（700万人）2しか占めません。これらの地域でのデジタル労働
プラットフォームは、それぞれ350億米ドルと150億米ドル3と推定される収益を生み出しています。また、ギグワー
カー全体を合わせた総収入は、歩合を20%と仮定すると、手数料差し引き後約2,000億米ドルにのぼります。 

 
 
デジタル技術と人口動態の変化が、この新しい仕事形態の

成長を後押ししています。国連によると、ミレニアル世代

（1981～1996年生まれ）とZ世代（1997年以降生まれ）は現
在、世界の人口の過半数を占めています。若いミレニアル世

代と既に働いているZ世代は、2つの世界的な大不況を経験
し、前世代が享受していた従来型の雇用が必ずしも長期的

な恩恵や安心をもたらすとは限らない、という事実に次第に

気付き始めています。したがって、これらの若年労働者は柔

軟性や意義といった他の目的をより重視しているかもしれま

せん。この変化は、ギグワークが台頭してきた重要な原動力

となっています。 

ププララッットトフフォォーームムワワーーククにに関関連連すするる補補償償ンンギギャャッッププ 
デジタル労働プラットフォームを通じて仲介される仕事は、労

働者とその顧客の双方に大きな利益をもたらします。しかし

ながら、ギグワーカーの社会保障範囲は低いという現状が

あります。彼らは拠出期間が不十分であるために、しばしば

個人事業主のための給付制度への法的利用の適格要件を

満たしていません。また、多くの国では、個人事業主は社会

保険制度によって全くカバーされていないか、あるいは任意

かつ部分的にカバーされているだけです。 

 

ギグワーカーの観点からは、災害発生時の補償ギャップは、

必要な資金（例えば、予想外の追加費用や逸失利益をカバ

ーする資金）と利用可能な資金（例えば貯蓄や保険の補償

範囲）の差として現れます。病気や身体障害に直面した際の

所得補償は、プラットフォーム労働者がぶつかる最も深刻な

補償ギャップであるという点は幅広く認識されています。比較

的低所得で不定期収入の状況であるため、（予期しない）医

療費の発生による経済的ストレスにもさらされています。この

問題は、医療保険の利用可否が雇用と結びついている国で

は特に深刻です。所得水準が低く不定期であることから、ギ

グワーカーにとって退職後の貯蓄を積み立てることも難しく

なっています。また、多くの国の年金制度は型通りの正規雇

用構造に基づいているため、こうした制度から外れている労

働者の数が増えていることを十分に把握できていません。最

後に、多くのギグワークは、彼らの「生産手段」 すなわち作業
設備あるいは一般的および専門的賠償責任においてリスク

にさらされていたとしても、適切な資産の補償がされていな

いのです。 

以上に基づき、所得、健康、退職、資産に関してギグワーカ

ーの補償ギャップを4つに類型化することを提案します（図1
参照）。 
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1 Pew Research Center 2021. 
2 PPMI 2021. 
3 ILO 2021; PPMI 2021. 
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図図1:ギギググワワーーカカーーのの補補償償ギギャャッッププににつついいててのの単単純純なな類類型型 

   
 

収入 健康 退職 資産 

• 病気 
• 身体障害 
• 労働災害 
• 早逝 
• 不完全雇用 

• 医療費 • 貯蓄の積立（投資リスク） 
• 貯蓄の取り崩し（長寿リスク） 

• 「生産手段」 
（家、自動車、設備） 

• 一般的賠償責任 
• 専門的賠償責任 

出典:ジュネーブ協会 

 
ILOが世界100カ国のプラットフォーム労働者2万人を対象
に行った調査によると、医療保険に加入しているギグワー

カーは全体の60%に過ぎず、（民間または公的な）年金/退
職金制度を保有しているギグワーカーはわずか35%にす
ぎないことがわかりました（図2）。4 さらに心許ないことに、

労働災害と身体障害に対する補償レベルでは、それぞれ

調査対象の労働者の21%と13%しかカバーされていない
ということです。5 回答者の約3分の1にとって、ギグワーク

はプラットフォーム経済以外の従業員としての仕事からの

収入を補うものであり、ほとんどの場合、社会保障範囲は

もっぱら「従来の」仕事から得ている状況となっています。

一般的に、不測の事態が特定の仕事に関連していない

場合は、ギグワーカーの補償はもっと簡単に入手可能で

す。例えば、社会扶助制度は通常一般税収で賄われ、給

付基準は必要性に基づくものとなっています。6 

 

図図2:収収入入源源別別ににみみたたギギググワワーーカカーーのの各各種種社社会会保保障障給給付付のの適適用用可可否否（（カカババーー率率;世世界界調調査査デデーータタ）） 

身体障害 

 

合計 
主な収入源 
副次的収入源 

労働災害 

年金/退職金 

健康 

 

 
出典:2017年ILOクラウドワーカー調査7に基づき、Berg 他から作成 

 

  

4 Ibid. 
5 Berg他2018. 
6 ILO調査への回答者の29%が何らかの形の政府支援を受けていると報告しています。 
7 Berg他2018; ILO 2017a. 
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保保険険にによよるるソソリリュューーシショョンン 
このようなとても大きな補償範囲のギャップは、ギグワーカー

の「組織化」による補償という課題を社会全体に示しています。

拠出制の社会保険制度では（十分に）カバーされていない

人々を含め、ある国の全ての住民に少なくとも基本的なレベ

ルの補償を提供するためには、非拠出制の税財源での社会

保障制度が不可欠であると考えられています。社会保障は

雇用状況とは無関係に拡大されています。社会保険を通じた

リスクプールの拡大は、財政的に甚大なダメージをもたらす

危険から政府が国民を守るもう一つの方法です。しかしなが

ら、個人事業主に分類されるプラットフォーム労働者の社会

保険適用範囲はしばしば限られたものとなっています。民間

保険は、低所得のギグワーカーやその他の分野の人々が直

面する困難を富の移転を通じて緩和するようには設計されて

いませんが、公的制度を補完するという意味では重要な役割

を担っています。例えば、社会保険は一般的に保険加入者を

保険料と給付金の点で等しく扱うため、リスク軽減のイ

ンセンティブを促進するという点では、このような制度

はほとんど機能しません。このリスク軽減の点において

民間保険のメカニズムはリスクに基づいて提供されて

おり、社会にとって広範でとても重要な恩恵をもたらし

ます。 

ギグワーカーのニーズに対応するためには、従来の保

険会社は、バリューチェーンの主要なつながりを横断し

て変革を行っていく必要があります。例えば、マーケテ

ィング活動をプラットフォームアプリに組み込んだり、い

つでも加入/解約が可能な柔軟なオンデマンドの保険
商品を設計したり、保険販売や保険請求プロセスを自

動化したりする、などといったことが必要になります（図

3参照）。 

 

 
図図3:ギギググワワーーククののたためめのの保保険険ババリリュューーチチェェーーンンででののイイノノベベーーシショョンン 

 
出典:ジュネーブ協会 
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保保険険引引受受時時のの課課題題とと事事業業機機会会 
保険引受の観点から見ると、多くのギグワーカー、特に肉

体労働者は難易度の高いリスク特性を持っています。規

制の枠組みが存在しないということは、労働者の健康、安

全、福祉について大きな懸念があることを意味しています。

さらに、ギグエコノミーは、職業安全上の危険を伴う、職歴

や職務経験がほとんどない若年労働者を引きつける傾向

があります。こうした経験不足は、旅客輸送や貨物輸送サ

ービスのようなリスクの高い仕事と相まって、これらの労

働者に業務上の負傷が発生しやすくなる要因となってい

ます。8 また最後に、ギグワークからの収入は安定性も信

頼性もなく、従来の保険引受方法の背後にある主要な前

提に反しています。9 しかしながら、上記の内容を相殺する

要因として、プラットフォームと個々のギグワーカーの両方

からのスマートフォンベースのリアルタイムデータの遍在

性があげられます。10 オンライン取引と組み合わせること

で、リスク評価と保険料設定を容易にし、かなり正確にカ

スタマイズされた保険料を設定できるのです。11 

プライマリーギグワーカーの収入が、ギグワーク全体から

生み出される合計収入の約50%を占め、収入の10%を民
間保険に費やす力があると仮定すると、米国とEUのギグ
プラットフォーム保険市場の年間保険料総額は約100億
米ドルになると推定されます。 

提提言言 
パンデミックによって多くのギグワーカーの脆弱性と不可

欠性の両方が明らかになってきており、利害関係者はギ

グワーカーのリスクエクスポージャーを軽減するために行

動を起こすべきです。ジュネーブ協会は以下を提言します。 

• 政政府府は、プラットフォームがギグワーカーに対して団体
保険給付を提供するための阻害要因を取り除き、給付

のポータビリティを促進しなければなりません。 

• 保保険険会会社社は、ギグワーカーのパンデミック後のリスク
認識の高まりを捉えて、保険バリューチェーン全体で

のイノベーションを追求していかなければなりません。 

• ププララッットトフフォォーームムは、団体保険給付プログラムを活用し
て、労働者をプラットフォームにとどめ、社会の期待に

応え、（解約の機会を与えつつ）補償プランへの自動

加入を促進していかなければなりません。 

要約すると、政府、プラットフォーム、民間保険会社は、ギ

グワーカーやその組合等と協力して、現代のあらゆる形

態の労働が安全で持続可能であることを確保していくため

に、補償の枠組みを再設計する必要があるのです。 
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