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世耕 弘成 経産大臣との懇談 

 安倍内閣にとって「働き方改革」は最大のチャレンジであり、「兼業・副業」や
「フリーランサー」のような、「時間・場所・契約にとらわれない、柔軟な働き
方」は、働き方改革の「鍵」となると思っています。 

 

 日本経済が今後もしっかりと成長していくためには、従来の「日本型雇用システ
ム」一本槍ではなく、兼業・副業や、フリーランサーのような、「雇用関係によ
らない働き方」によって、働き手ひとりひとりの能力を、最大限に引き出すこと
が必要です。 
 

 経産省では、研究会を立ち上げ、まずはこのような働き方の実態や課題を把握
し、政策の方向を検討する場を設けたいと思います。現場の課題や、政策の方向
性の検討において、知見・示唆をいただければ幸いです。 

■日 時：平成２８年 １０月２０日（木） 

〈世耕大臣の発言〉 

■出席者（敬称略）： 
  高橋 俊介  慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 特任教授 
  中野 円佳  株式会社チェンジウェーブ  
  中村 天江  リクルートワークス研究所 労働政策センター長 
  湯田 健一郎 一般社団法人 クラウドソーシング協会 事務局長 
  粟生 万琴    株式会社パソナテック  取締役 
  須藤 憲司    KAIZEN PLATFORM  ＣＥＯ 
  曽根 秀昌    ランサーズ株式会社   取締役 
  田中 優子    株式会社クラウドワーク 執行役員 
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経済産業省  
新産業構造ビジョン（中間整理）（平成28年4月） ー抜粋ー 
 
グローバルかつスピーディーなビジネス展開の時代に対応して、企業と労働者との効率的な
関係は、旧来のいわゆるメンバーシップ型（企業への帰属を固定化して人材投資を行ってい
く）一本槍から産業の特性やビジネスモデルに応じてメンバーシップ型とジョブ型（特定の
職務による労働者の採用・配置）を最適に組み合わせたモデルに転換しつつあり、今後は、
相互に自立的なパートナーシップ型の関係も選択肢として拡大していくことが想定される。 
 
（中略） 
 
第４次産業革命によって、就業構造や「企業と個人の関係」が劇的に変化していく中で、企
業の国際競争力を維持・強化するとともに、個人も自身の能力・適性や意思に沿った形で働
くために、人材政策、労働市場や雇用制度の変革が不可欠ではないか。 
 

【基本的な方向性】 
（中略） 
 
「企業」と「個人」の関係が「相互に自律的なパートナーシップ」に変化し、 「雇用」「請
負」「派遣」「人材紹介」等の現行法制上の区分けが融解していくと、企業との関係で競争
力を持ちうる「個人」は多様な働き方を実現しやすくなる反面、企業との関係で弱い立場に
置かれる「個人」は、既存の労働法制体系では保護しきれなくなるリスクがある。 
 
このリスクに対応するため、労働面での弱者保護を実現する手段として、雇用法制の抜本的
な見直しや契約法制での担保の必要性が高まっていくと考えられる。 
 
また、大部分の者が企業で長期にわたり雇用されることを中心に組み立てられてきた社会保
障制度の仕組みも大きな見直しが必要となってきているのではないか。 

課題 労働市場・雇用制度の柔軟性向上 
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厚生労働省 
働き方の未来2035：一人ひとりが輝くために懇談会報告書（平成28年8月 ）ー抜粋ー  

 
 
働く人は仕事内容に応じて、一日のうちに働く時間を自由に選択するため、フルタイムで働
いた人だけが正規の働き方という考え方が成立しなくなる。（中略）さらに兼業や副業、あ
るいは複業は当たり前のこととなる。多くの人が、複数の仕事をこなし、それによって収入
を形成することになるだろう。 
 
 
（中略） 

 
このような働き方になれば、当然、今とは違って、人は、一つの企業に「就社」するという
意識は希薄になる。専門的な能力を身に着けて、専門的な仕事をするのが通常になるからだ。
どのような専門的な能力を身に着けたかで、どのような職業に就くかが決まるという、文字
通りの意味での「就職」が実現する。 
 
（中略） 
 
個人が、より多様な働き方ができ、企業や経営者などとの対等な契約によって、自律的に活
動できる社会に大きく変わっていることだろう。企業組織自体も変容していき、企業の内と 
外との境界線が低くなり、独立して活動する個人も増えるという大きな構造変化が生じる。 
 

（働く人と企業の関係） 



１．日本における「雇用関係によらない働き方」の現状 
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「雇用関係によらない働き方」をしている働き手の総数 

出所：ランサーズ「フリーランス実態調査2016」 

 多様な実態が必ずしも十分把握されておらず、データも不備。傾向としては、フリーランス等の働き
方を「兼業・副業」として選択している働き手がボリュームとしては多いと見られる。 

→ 日本における広義のフリーランス数：1,064万人（昨年度比＋１７％） 

フリーランスの４つのタイプ(※ランサーズ(株)による整理) 
副業系すきま 
ワーカー 

常時雇用されているが副
業としてフリーランスの
仕事をこなせるワーカー 

416万人(39%) 

複業系パラレル 
ワーカー 

雇用形態に関係なく2社
以上の企業と契約ベース
で仕事をこなすワーカー 

269万人(25%) 

自由業系フリー 
ワーカー 

特定の勤務先はないが独
立したプロフェッショナ
ル 

69万人(6%) 

自営業系独立 
オーナー 

個人事業主・法人経営者
で、1人で経営をしてい
るオーナー 

310万人(29%) 

企業 

プラットフォーマー 
（クラウドワークス・パソナテック・ランサーズ 等） 

業務契約（請負契約） 

マッチング 

働き手 

〈雇用関係によらない働き方〉 

社会環境 
（社会保障・教育訓練システム・税） 

登録 登録 



 
 
 
 
 雇用関係によらない 

働き方 

 
 
 
 

        テレワーク 
（在宅就労） 

       兼業・副業 

（参考）多様かつ柔軟な働き方について 
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雇用関係による働き方 

1社就業  オフィス勤務 
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出所）総務省「平成24年就業構造基本調査」より作成 
※1992年から2002年については、本業における従業上の地位が正社員と非正社員に区別されていなかったため、データを入手できなかった。 

 総務省「平成24年就業構造基本調査」によれば、副業（※）を営む者は234万3900人存在し、有業者（6442万人）
に占める割合は約3.6％である。 

 、1992年から2012年にかけて、本業上の地位が雇用者であり、副業上の地位が自営業主である者は115万人から58万人に
大幅に減少した。一方、本業と副業の従業上の地位がともに雇用者である者は、1992年から2012年にかけて76万人から
105万人に増加した。 

 本業と副業の従業上の地位がともに雇用者である者のうち、副業として正社員である者は26万人と横ばいであるが、非正社員
である者は、58万人から65万人に増加した。 
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出所）周（2006） 「個人請負の労働実態と就業選択の決定要因」より作成 
※それぞれの評価項目について、0-3（0：全く満足していない、1:あまり満足していない、2:まま満足している、3:大変満足している）の点数がつけられている。
したがって、点数が高いほど、満足度が高いことになる。 

雇用関係によらない働き方 ー働き手における不安定な収入 

1.981 

1.627 

1.138 
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1.192 

1.834 

1.594 1.577 

1.152 
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1.653 

0
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1

1.5

2

2.5

収入の水準 収入の安定性 自由度・非拘束性 やりがい 

働き方への満足度 全体(N=1827) 
個人請負（N=829） 
正社員(N=603) 
非正社員(N=395) 

 「個人請負の労働実態と就業選択の決定要因」 (周(2006))によれば、「個人請負」がほかの賃金
労働者にくらべ、仕事の自由度・非拘束度、仕事のやりがいの面では比較的高い満足度を示している
一方、収入の水準や収入の安定性についての満足度が低いということがわかった。 
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雇用関係によらない働き方 ー福利厚生の実績 
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（％） 
企業の福利厚生を全く受けていない人の割合 

 「個人請負の労働実態と就業選択の決定要因」 (周(2006))によれば、個人請負の約 8割が業
務委託先から全く福利厚生も受けていない。 

 労働政策研究・研修機構「業務委託契約従事者の活用実態に関する調査(2004)によると、業務委託企業の
うち個人請負に何らかの社会保険(雇用保険と労災保険が最も多い)を加入させている企業は全体のわずか 
5.8% (N=379社)に過ぎない。 

出所：周（2006） 「個人請負の労働実態と就業選択の決定要因」より作成 



 「平成 26 年度 今後の在宅就業施策の在り方に関する検討会報告書」によれば、在宅就業者と発
注者側の関係について、「どちらかといえば依頼主と比べ立場が弱い」、 「依頼主と比べて立場がかな
り弱い」と回答した在宅就業者の割合は 33％を占めている。 

公正な市場ルールの整備（不当な契約関係の是正） 

対等な立場で話し合
いや交渉ができている 

38% 

どちらかといえば対
等な話し合いや
交渉ができている 

24% 

依頼主と比べて立場
がかなり弱い 

13% 

どちらかといえば依頼
主と比べ立場が弱い 

21% 

いえない・わからない 
4% 

仕事の依頼主との関係 

N=71 

出所）「平成 26 年度 今後の在宅就業施策の在り方に関する検討会報告書」 
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２．欧米における「雇用関係によらない働き方」の現状 
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雇用関係によらない働き方 -米国におけるフリーランスの現状 
 
 

 アメリカの労働力人口の１億5,700万人のうちの35％、約5,500万人がフリーランスとして仕事を受けており、
現在増加傾向。 

  ※ ここでいうフリーランスとは、最近12ヶ月以内に主な仕事以外に副次的に仕事に就いた働いた経験のある人を指す。 
  ※ ここでいうフリーランスとは、農林漁業や家族商店のような形態の店舗を持つ自営業者を除く働き方。  
 

 フリーランスの内訳を見ると、「雇用を持たないフリーランサー（インディペンデント・コントラクター）」が35％と最
も多く、次いで「雇用関係のある主たる仕事を持ちつつ、他の収入源を持つ者」 （35％）、「雇用関係を持ちつつ、アルバイトな
どの副次的な収入源を持つ者」（25％）の順に多い。 
 

 フリーランサーズユニオン(The Freelancers Union)によると、2020年には労働人口の約50％がフリーランス
として働くという予想もある。 
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5500万人  
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2014 2015 2016

(万人) フリーランスの推移（米国） 

出所：Freelancing in America 2016(P10-11)より作成 

Independent 
Contractor 

35% 

Diversified 
Workers 

28% 

Moonlighters 
25% 

Freelance 
Business 
Owners 

6% 

Temporary 
Workers 

6% 

フリーランスの内訳 

N=2049 

※用語の定義 
・Independent Contractor  
 雇用者を持たないフリーランサー 
・Diversified Workers  
 雇用関係のある主たる仕事を持ちつつ、他の収入源を持つ 
 フリーランサー（Ex.週末はUberでドライバー 等） 
・Moonlighters  
 雇用関係のある主たる仕事を持ちつつ、 
 アルバイトなどの副次的な収入源を持つフリーランサー 
・Freelance Business Owners  
 フリーランサーに仕事を提供しているフリーランサー 
・Temporary Workers  
 様々な仕事を一時的にこなすフリーランサー 

出所：Freelancing in America 2016― Upwork Global Inc. and Freelancers Union  
         (https://www.upwork.com/press/2016/10/06/freelancing-in-america-2016/) 

出所：The Freelancers Union：https://www.freelancersunion.org/) 12 
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 「Freelancing in America 2016」によると、アメリカではフリーランサーの半数以上が 
過去6ヶ月以内に教育訓練を受講。フリーランサー以外の層よりも多い割合で訓練を
受講している。 

雇用関係によらない働き方 -米国におけるフリーランスの現状 

13% 
20% 

26% 

31% 

9% 

10% 17% 

18% 
17% 

13% 
18% 

8% 

フリーランサー ノンフリーランサー 

直近スキル開発に関連する教育訓練をいつ受講したか 

1週間以内 

1か月以内 

半年以内 

1年以内 

1年以上前 

全くない 

52%  
半年以内の 
参加 

39%  
半年以内の 
参加 
 

n=6,002 

出所：Freelancing in America 2016― Upwork Global Inc. and Freelancers Union  
         (https://www.upwork.com/press/2016/10/06/freelancing-in-america-2016/) 13 



 ノンフリーランサーは職務要件のために受講する者が多い一方、フリーランサーは仕事
の獲得を目的とした教育訓練受講が多い。 

44% 

38% 38% 

34% 35% 

27% 

56% 

21% 

より高いスキルが要求される仕事の獲得 収入の増加 仕事で求められるため プロフェッショナルのネットワーク構築 

教育訓練に参加した理由 
フリーランサー ノンフリーランサー 

n=5,008 

ノンフリーランサーは、仕事で
求められるため教育訓練に
参加する割合が高い 

雇用関係によらない働き方 -米国におけるフリーランスの現状 

出所：Freelancing in America 2016― Upwork Global Inc. and Freelancers Union  
         (https://www.upwork.com/press/2016/10/06/freelancing-in-america-2016/) 14 



・「McKinsey Global Institute」の推計（※）によると、米国と欧州におけるIndependent 
Workerは労働力人口の20-30%（約1億6200万人）存在する。（※）8,000名調査による推計 

雇用関係によらない働き方 –欧米におけるフリーランスの現状 

出所：2016 McKinsey Global Institute survey of 8,000US and European respondents 

主たる収入 
(Primary income) 

副収入 
(supplement income) 

能動的に選択 
(preferred choice) 

① free agents 
 

30% （4900万人） 

② Casual earner 
 

40%  （6400万人） 

やむを得ず選択 
（out of necessity） 

③ Reluctants 
 

14% （2300万人） 

④ Financially strapped 
 

16%  （2600万人） 

◆補足：各層の定義について 
①「free agents」  …independent workを能動的に選び、且つ、そこから主たる収入を得ている層 
②「casual earner」…independent workを副収入として、能動的に選んでおり層 
③「reluctants」…independent workから主たる生計を立てているものの本来は旧来型の(traditional)仕事を望んでいる層 
④「financially strapped (※直訳：「財政難」) 」…やむを得ずに、副収入としてindependent workを行っている層 

15 



雇用関係によらない働き方 -米国におけるフリーランス増加の背景 

出所：Five Reasons Half of You Will be Freelancers in 2020― Forbes.com より引用 
         (http://www.forbes.com/sites/michakaufman/2014/02/28/five-reasons-half-of-you-will-be-freelancers-in-2020/) 

フリーランスが増える背景として、 Five Reasons Half of You Will be Freelancers in 2020では以下の５つの理由を挙げている。 
 
   
  １）インターネットによってフリーランスの価値が明確になった 
     オンラインサービスが仕事と人を素早く結びつけられるようになった。これによりビジネスのスピードが速くなる中で、企業にとってコ

ストと時間をかけて、従来の様に従業員を採用するよりも、プロジェクト単位で、仕事する人を募ることの方がメリットがある。 
 

  ２）技術の進歩により、どこででも仕事が出来るようになった 
     携帯電話、スマートフォンを持つ人が増え、コードを書く、デザインする、取引をするなど、場所を選ばず仕事が出来るようになった。 
 

  ３）フリーランサーがフリーランサーを生み出すようになった 
     フリーランスという働き方で成功する人が生まれ、一人でスタートした人が新たな仕事を産みだし、新たなフリーランサーへの仕

事を作る好循環が生じ始めた。 
 

  ４）人々は自分の生活を、自分でコントロールしたい 
     今まで以上に複雑化、流動化する時代の中で、一つの会社に固執したキャリアよりも、今までの経験には無いキャリアチェンジ

をする必要が生じてきた。必要に応じて、自分のキャリアアップを図らなければならない。その様な時代においては、上司にコント
ロールされるよりも、フリーランスとして働くほうが、自分自身で時間をコントロールでき、何かのときに融通が利く。 

 

  ５）大きな組織に所属しなくても、自分のブランディングが出来るようになった 
     ビジネスチャンスを拡大するための機会は大きな組織の属さなくても、オンラインマーケットを使えば簡単に出来るようになった。 
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米国におけるインディペンデントコントラクターの現状と課題 
税収・社会保障問題 

○ 企業側が直接雇用をした場合は、個人所得税、地方税や州の傷害保険等があり、社会保障税やメディケア
税と呼ばれるコストが負担となる。インディペンデントコントラクターという形にしておいた方が、周辺的コストが
かからない。 

 

○ インディペンデントコントラクターは自営業者税（セルフエンプロイメントタックス）がかかり、企業が一部負担して
くれる税金も自分で払う。ただし、雇用主負担に相当する部分は後ほど控除され、企業側が一番コストを逃れ
る設計となっている。 

 

○ 30時間を超えて働く従業員には健康保険の加入が義務付けられているため、企業は従業員の多くを30
時間を超えない働き方にコントロールし、また、雇用者と認定され得る人をインディペンデントコントラクター
の契約にする形で支払いを免れている。 

 

○ 税収の減少問題と、インディペンデントコントラクターになった瞬間に労災等の労働者保護に関する保障がなく
なる問題。この二点から、アメリカではより厳格に雇用者とインディペンデントコントラクターを区分する施策を展
開している。 

 

○ 企業がインディペンデントコントラクターとして管理していた人が州の労働委員会から雇用者として認定されたこ
とをきっかけに企業の負担が増大する、インディペンデントコントラクターで働いていた人が雇用者としての保護
を求め訴訟を起こしたことで裁判コストがかかり、企業が倒産する等の現状がある。 

 

出所：税制調査会（第18回総会）議事録―リクルートワークス研究所所長 大久保幸夫の発言より引用 
         (http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/11/02/27zen18kai.pdf) 
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３．課題と検討の方向性 
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「雇用関係によらない働き方」の意義 

  人的リソースの有効活用  

  時間・場所から開放された働き方の提示  

● 各々のスキルを活かした業務分担により、質の高いサービスを提供することが可能となる。企業にとっては人出不
足解消に貢献しうる。 

● 時間・場所に縛られない新たな働き方の促進により、高齢者・女性を含む多様な潜在的働き手の堀り起こしが
可能となる。 

● 企業と個人が独立したパートナーシップを結ぶ雇用関係によらない働き方は、働き手個人それぞれの
特性に応じた働き方を可能とし、多様な選択肢をもたらすことが期待される。 

② 

① 

個人事業主 
育児休暇 

個人 
事業主 

兼業者 
雇用者 

個人事業主 
（フリーランサー） 

雇用者 

B企業 C企業 D企業 スキル形成・NPO活動 A企業 

A企業 

リソース 

リソース 
個人事業主 
高齢者 

個人事業主 
地方在住 

● 労働時間に縛られない自由な働き方により、働き手個人がそれぞれが望むライフイベント（介護・出産・育児 
等）を優先しながら働くことが可能となる。 

“雇われない働き方”により、 
様々な働き手が、それぞれの特性
に応じた働き方を選択可能に 

● 一社に縛られない働き方により、自身のキャリアオーナーシップが醸成され、働き手自身が主体性をもった
スキル形成・キャリアアップ・働き方が普及する。 
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検討の視点 
●第四次産業革命の到来も見据えれば、経産省「新産業構造ビジョン中間とりまとめ」、厚労省「働き
方の未来 2035」でも触れられているとおり、「雇用関係によらない働き方」を含めた「働き手が主
体的に働き方を選択する社会」が訪れることが予想される。 

 
●他方、垂直統合的な雇用関係を前提とした現在の労働法制や社会保障制度等の経済社会システムで
は、雇用関係によらない働き方を選択する働き手に対して、適切な保護・サービス提供等を行うこと
が困難となってはいないか。 

 
●「雇用関係によらない働き方」に係る労働市場を健全に発達させていくためには、どのようなルー
ル・制度・支援策等を形成すべきかについて官民が連携して検討を深めるべきではないか。 

20 

（出典）ランサーズ「フリーランス実態調査2016」 （出典）矢野経済研究所「クラウドソーシングサービス市場に関する調査結果 2014」 

企業から独立した働き方を阻害する障壁（働き手からの意見） 

回答項目 (複数回答) 

１ 収入がなかなか安定しない 53% 

２ 仕事がなかなか見つからない 16% 

３ 社会的信用を得るのが難しい 13% 

４ 経理などの庶務・バックオフィス作業が煩雑 8% 

５ 自分のスキルが向上しているのか分からない 7% 

６ 他人とのネットワークを広げる機会が少ない 7% 

７ スキルを向上させることができない 5% 

クラウドソーシングサービス市場規模 
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 雇用関係によらない働き方においては、一般的に、 
働き手(ワーカー)・企業(ユーザー)・プラットフォーマーという３つのプレイヤーが存在。 

多様な働き方を促進する環境整備に向けた論点の整理と具体的提言 

企業 

プラットフォーマー 
（クラウドワークス・パソナテック・ランサーズ 等） 

業務契約（請負契約） 

マッチング 

働き手 

  個人事業主等に対するwebアンケート調査   
→ 働き手のキャリアパス・現状の社会環境の課題等の実態把握 

〈雇用関係によらない働き方〉 

Webアンケート 

社会環境 
（社会保障・教育訓練システム・税） 

  個人事業主等を活用する企業へのヒアリング    
→ 個人事業主を活用するにあたっての、問題意識等の実態把握 

企業ヒアリング 

登録 登録 

各プレイヤーにおける実態と問題意識を丁寧に把握し、課題の整理を行った上で、 
働き方改革につなげていく 

 

研究会における検討について 
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関係者限り 「雇用関係によらない働き方」をめぐる論点の例 

１．これまでの人材育成は、企業におけるOJT中心であった中、企業に属さない働き手の能力・スキ  
   ルを向上させるためには、どのような人材育成システムを構築すべきか 
    

     →能力・スキルアップの機会の提供、人材育成機関の在り方、教育訓練に対する支援の在り方等 
 
２．現行の労働法制では直接的に対象とならない「雇用関係によらない働き方」について、どのような保護の 
    在り方が考えられるか 
       →労働時間との関係等    

   →労働法制の在り方、契約法制による担保の在り方、公平な市場ルールの整備方法、 
    「働き手代表組織」の在り方等 
 

３．現在の社会保障制度は、働き手が企業と雇用関係にあることを前提としているが、「雇用関係 
   によらない働き方」を選択する働き手にとっても不利益が発生しない仕組みはどのようなものか 
   

   →社会保険料の負担の在り方等 
 

４．現状、成長途上にある「雇用によらない働き方」に係る労働市場を健全に発展させるためには、 
   どのような取組（企業による取組、業界としての取組、政策的支援等）が必要か 
   

     →企業と働き手のマッチング機能の強化等 
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