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プラットフォーム経済の拡大

• 2010年代以降のグローバル的な一つの潮流として、プラット
フォーム企業の拡大を指摘できる
• プラットフォーム企業…生産者と消費者の間を介在する（市）場を
提供することで、手数料や広告収入を得る企業。GAFAが典型例

• こうした企業が影響力を有するようになった現代社会を、プラット
フォーム経済の支配として読み解く議論が近年登場（McAfee and 
Brynjolfsson 2017=2018）

• こうした企業の活動はインターネット上にて主に見られるもので
あったが、近年は現実の空間上におけるビジネスにも影響を与えて
いる

• シェアリング・エコノミー（Sundararajan 2016=2016）、メディア店舗
(Stephens 2017=2018)

• 言葉はともかくとして、以下のことは確かである
• 私たちの生きる社会において、こうした企業活動の変化は強い影響を与え
ており、それは特に労働と消費の局面において見出すことができる

プラットフォーム経済下における労働者の位置
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プラットフォーム経済下における労働の変容

• 一方で、こうしたプラットフォーム経済の及ぼす負の影響
が、近年労働社会学や労働法の観点より指摘されてきた(浜
村 2018, Veen, Barratt and Goods 2020)
• プラットフォームビジネスにおいては、企業主は市場の維持管理
とマッチングに注力し、生産流通局面に関わる労働者を原則雇用
しない

• それゆえ生産流通局面における労働者は、委託業務という形で業
務を受ける個人事業主として扱われるため、労働法の保護を受け
ることができない

• まるで学振特別研究員みたいな扱いですね

• それゆえ、プラットフォーム経済に関わる個人事業主はしばしば
劣悪な労働条件を余儀なくされ、また労働条件が一方的に変更さ
れることも多い

• こうした観点からすれば、プラットフォーム経済下におい
て働くことは割が悪いように思える
• しかし、現実にはプラットフォーム経済下で働く労働者の数は増
加している（コロナ禍前の状況においても同様）

プラットフォーム経済下における労働者の位置
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UberEatsへの着目

• では、なぜ人々は不安定なプラットフォーム企業での就労を
行うのか？（どのような利点を、彼ら・彼女らはプラット
フォーム経済下の労働に認めているのか）
• 既往研究においては、労働搾取の実態やそのメカニズムを明らか
にすることに傾注。そのため労働者側の自己意識について未検討

• 本研究はこうした状況を踏まえ、UberEats従事者に着目した

理由：

• UberEatsは近年日本でもその規模を拡大しているプラット
フォーム経済の一つである

• UberEatsにおいては、度々労働問題がメディアを賑わして
おり、プラットフォーム経済下における労働問題の典型を
示している
➢プラットフォーム経済が問題を抱えながらも拡大をし続けていく
メカニズムを観測するにあたって、最も適したサービス対象であ
ると考えられる

プラットフォーム経済下における労働者の位置
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コロナ禍におけるインタビューの困難と
増加する投稿動画

• 一般にこうした問題を検討するにあたっては、従
事者に対するインタビューを行うことが一般的で
ある
• つまり、UberEats従事者に対し、どのようなプロセスの
元その労働に従事するようになったのかや、その労働の
問題点や美点をインタビューすれば良い

• しかし、本調査においては以下の観点からインタ
ビューの実施が困難であった
• コロナ禍の影響
• プラットフォーム経済下における労働者の未組織性

• 労働組合などはあるが、組織率が極めて低い
• ただし、既往研究においてはインタビュー調査が実施されて
おり、不可能ではまったくない点には留意が必要

質的調査手法としての動画分析の可能性
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プラットフォーム経済と動画投稿文化

• 本調査では、以下の観点からUberEats従事者による投
稿動画に着目した
• 前述のネガティブな理由の克服（インタビューをせずとも従
事者の語りを集めることができる）

• プラットフォーム経済においては、動画投稿文化がその拡大
メカニズムの中にビルトインされているため
• 一見動画投稿者という制約が、代表性の問題をもたらすという懸念
が生じるように見える。だが、そもそもプラットフォーム経済はそ
の拡大のプロセスにおいて、動画投稿に代表されるインフルエン
サーの活動が前提視されていることに留意する必要がある

• それゆえ、確かに従事者の投稿した動画をインタビュー音声と同一
視することはできない（それは利益利害を含み込んでいる可能性が
ある）一方で、それは人々にとって理解可能性のある（そうでなけ
れば再生数を稼ぐことができないから）プラットフォーム経済下に
おける労働の便益を示す記述として理解することができるのである

質的調査手法としての動画分析の可能性
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調査内容

• 以上の議論を踏まえ、本発表のために以下の調査を
行った
• 2019年1月から2020年2月までに投稿された、UberEatsでの労
働体験を語ったYouTube動画を対象
• 期間の設定は、コロナ禍の影響を排除するため

• 検索キーワードは「UberEats感想配達」

• Youtube上では期間を区切った検索ができないため、Google上で検索。
日本語の動画のみに限定

• 検索結果より、発表者の視認で本発表に適すると考えられる
動画を選定
• YoutubeやGoogleの検索アルゴリズム上、厳格な形での動画選定プロ
セスの設定が難しい（検索ワードを複雑化しても、同じ検索結果が
今後も返されるとは限らないので、再現性がない）

• 選定は動画内容（Youtuber自身の手によって就労の体験が語られて
いること、UberEatsで働くことの特異性を語っていること、極端に
肯定的・批判的なトーンではなく、両論併記的であることを重視）
と再生回数の観点から行っている

本調査の概要
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分析対象動画

タイトル チャンネ
ル名

再生回数
（2020年10月28日現

在）

チャンネル登録者
数

（2020年10月28日現在）

元大手宅配ドライバーがUber Eatsを
2週間やってみた感想【メリットと
デメリット】（動画A）

Akiradio/ア
キラジオ

232,147 2,950

【Uber eats】京都で初心者が本気で
ウーバーイーツで稼げるのか検証！
（動画B）

TV しょうや
んTV

28,367 3,670

稼げるん？UberEATS深夜稼働のメ
リット・デメリット【ウーバーイー
ツ配達大阪・バイト】（動画C）

人生サイキ
ドウ通信-

Met-

10,562 1.38万
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本調査の概要

• 今回分析に使用した動画は以下の通り
• 各種条件を厳しくしたため、該当する動画がそれほど多くなかった
ものの、検索条件などを緩和すれば類似の動画は無数に存在する

• 動画投稿者の多くは若年層の男性であり、分析動画も同一



ノウハウ伝授手段としての投稿動画

• そもそもなぜ、Web上にUberEats従事者による動画が
多く投稿されているのだろうか？
• 理由としては以下の3つを指摘できる
• プラットフォーム経済下におけるインフルエンサーの役割

• プラットフォーム企業は従事者・消費者獲得のため、インフルエン
サーを介してクーポン（就労一時金）を配布する。動画閲覧者は
クーポン利用者となりうる

• 動画投稿による広告料の獲得
• インフルエンサーは、クーポン利用によって利益を得るだけでなく、
投稿した動画の再生数に応じて広告料を獲得する

• UberEatsで労働するにあたって必要なノウハウ共有需要の存
在
• プラットフォーム経済下で働くにあたっては、一般的な労働と同様
に多くの暗黙知を必要とするが、そのノウハウを共有する職場は存
在しない。それゆえ、プラットフォーム経済下において労働者はノ
ウハウを獲得するためにWebメディアに掲載された知識を参照する
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分析結果①UberEATS従事者の語りの構造



自分語りの必然性

• 動画投稿をめぐる需給の構造によって、従事者は投稿
動画上にて、具体的なノウハウだけでなく、より感覚
的な自己の労働経験を語る傾向にある
• ノウハウ自体は普遍的なものである以上、他の動画と差別化
することは困難

• そのため、各動画投稿者は従事経験を語ることで動画内容の
差別化を図る必要がある
• これはチャンネル登録者数を確保するという観点からも重要

• とはいえ、動画の多くは、ノウハウの伝授と賃金獲得
の可能性に占められていることには留意が必要
• 基本的な問題系は、「稼げるか否か」。それに付随する形で、

UberEatsで働くことの特異性が語られることとなる
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分析結果①UberEATS従事者の語りの構造



メリットとしての「自由」

•こうした語りの構図の中で、し
ばしば持ち出されるのがUberEats
で働くことの「自由」さである

•「どこかに所属するわけではな
いので、圧倒的自由」（動画B）

•「お金に変えられない魅力が、
UberEatsにはあるなと。誰にも縛
られず……気軽に働ける」（動画
C）
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分析結果②UberEATSで働くことの「自由」性



デメリットの対価としての「自由」

• こうした投稿者が語る自由とは、既往研究が問題としてきたプラット
フォーム経済下における就労者の不安定性に起因するものである
• 投稿者やオーディエンスにとっても、このことは理解されている

• しかしその不安定性は、①労働の自由性と②フレキシブルな労働条件
である他の職種（日雇い・アルバイト職等）と比べたときの、賃金の
自己努力による獲得可能性によって補われるものであると理解される
• 「会社って、社員を使い放題じゃないですか…UberEatsは給料の保証はない。
でも全て自分次第」（動画A）

• 「場合によっては時給効率良くなる…まあ自分次第なんですけど」（動画B）

• つまり、現状の会社組織における労働環境（固定給・固定勤務時間）
が否定的に捉えられるからこそ、「自由」が便益として理解されるよ
うになっている
• 言い換えると、ここでは「自由」の代償として、労働搾取に繋がりうる雇用条
件が是認されている

• むろん、この背景にあるバイアス（ネットサロン文化）や、プラットフォーム
労働のゲーミフィーケーション化を理解することは重要
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現代社会における労働者の「自由」

• 本発表では、UberEats従事者の投稿動画を対象として、
プラットフォーム経済が拡大の一途をたどるメカニズ
ムを、現代社会における労働者の「自由」という観点
から検討した
• UberEats従事者の投稿動画を見た結果、分かったのは既往研
究がプラットフォーム経済下における労働者の苦境として描
き出していた事象が、当事者にとっては（条件付きではある
が）便益として理解されていたということであった

• 雇用環境の不安定さは、労働をするかしないかの「自由」で
あると読み替えられ、賃金獲得の不安定さは自らの努力に
よって賃金を増加させることができる「自由」であると読み
替えられる

• こうした読み替えは、一般的な雇用環境（固定給・固定労働
時間・従業員との付き合い有り等）がネガティブであること
が前提とされることで初めて可能となっている

2020/10/30 第93回日本社会学会大会 14

考察――労働を語る言葉の布置をめぐって



現代社会における労働者の苦境を記述するために①

• こうした当事者の語りを踏まえるのであれば、プラット
フォーム経済における特有の雇用慣行を、ただ被雇用者側に
とって有利な条件として記述することは困難であることがわ
かる
• 従来労働研究が前提としてきた雇用環境の上下（正規―非正規）は、
当事者にとってもはや前提視されていない。むしろ、正規雇用の特
徴である労働環境が、否定的に語られることすらある

• むろんこうした「自由」さは、当該プラットフォーム下にお
ける労働条件の悪化によって、容易に否定されるものではあ
る
• UberEatsであれば、コロナ禍による参入者の増加、ボーナス倍率の
変化、報酬引き下げなどを通じて「オワコン」化が語られたりする

• だが、プラットフォーム経済下で働くことそのものが肯定的に語ら
れている以上、このことは新しい労働の「自由」さを否定する論理
へは結びつかない（サービスがオワコンでも、新しい雇用慣行はオ
ワコンではない）
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考察――労働を語る言葉の布置をめぐって



現代社会における労働者の苦境を記述するために②

• こうした労働をめぐる語りの構造の背景にあるのは、1990年代以
降の不況に伴う正規雇用労働者の環境悪化と、それに伴う労働者
の自己意識の変化である
• （特にブルーカラー層の）賃金の相対的低廉化と不安定化に伴い、正規
雇用の旨味が少なくなった状況下において、一般的な雇用慣行はむしろ
労働者の足かせと考えられることも多くなった

• その結果、不安定な雇用条件を労働者に強いるプラットフォーム経済の
仕組みは、むしろ労働者にとって便益をもたらすオルタナティブな選択
肢として認識されうるようになった

• かつて労働運動が勝ち取った労働者の権利は、もはや場合によっては労
働者を束縛するものとして語られるようになったのである

• であるならば、私たちは現代社会における労働者の苦境を記述す
るために、今までとは異なる語彙を生み出さなければならないの
ではないか
• そしてそれは、おそらく現代社会における労働とマネージメントの関係
を、企業組織内の階層（企業封建主義）として理解するのではなく、労
働者の「自由」という観点から再考する作業を意味するだろう
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考察――労働を語る言葉の布置をめぐって
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