
Sharing Economy

シェアリングエコノミー
2019~20共創社会の歩き方



初めて知る人向け

1 シェアエコって何？ 1

1-1　広がる共創社会

1-2　5つのシェアサービス

使ってみたい人向け

42 シェアエコの使い方
2-1　プラットフォームを選ぼう

2-2　安全・安心に利用するために

63 サービス別の心構え
3-1　空間のシェア

3-2　モノのシェア

3-3　スキルのシェア

おわりに 13

シェアリングエコノミー　 目次

1

4

6

2

4

8

10

1

皆さんは「シェアリングエコノミー」 （略称：シェアエコ）という言葉を聞いたことはありますか？

シェアリングエコノミーとは、活用可能な資産（場所・モノ・スキル等）と、それを使いたい個

人等を結び付けるサービスです。

皆さんにも、誰かのためにいかしたいと思っているモノや得意なことはありませんか？

シェアリングエコノミーの登場によって、それらを人のためにいかすチャンスが生まれました。

ときには提供者、ときには利用者として、共に強みを発揮し新たな価値を創
つく

り出す、そのような

豊かさを実感できる暮らしが広がりつつあります。

聞いたことがない方へ

では、「民泊」や「カーシェア」は知っていますか？

実は、これらも「シェアリングエコノミー」のひとつなのです。

1-1  広がる共創社会

事業者
（プラットフォーマー）

場の提供

子育て

個人が保有する活用可能な資産

（場所・モノ・スキル等）

家

1シェアエコって何？

モノ
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1-2  5つのシェアサービス

シェアリングエコノミーは主に5つのサービスに分類されます。

まだまだいろいろなサービスが生まれる可能性が！！

ホームシェア　民泊
駐車場
会議室

空いた場所、物件は
まさに宝の山。
地域課題の解決にもつながる！！

空間 のシェア

フリマ
レンタルサービス

普段使わないモノ、
単発でしか使わないモノなどを
最大限に有効活用。

モノ のシェア

家事代行　育児
知識　料理
介護　教育　観光

自分の得意なことが
仕事になります！
相手との関わりも大切な財産。

スキル のシェア

クラウドファンディング皆で資金を出し合って、
あなたのやりたいことを
実現させませんか？

お金 のシェア

ライドシェア（相乗り）
シェアサイクル
カーシェア

同じ目的地に向かう人と一緒に
同じ車に乗る。
社会をどんどんスマートに。

移動 のシェア

※一般社団法人シェアリングエコノミー協会の資料を参考に作成

インターネット上のプラットフォームを介して、
世界中とつながる、

共有する経済（=シェアエコ）がいま、広がっています。

イメージ

ベビーシッターフリマ民泊

子どもが巣立って部屋が
たくさん空いてしまった

新しい時計を買ったけど
古い時計もまだ使えるなあ

子育てがひと段落して
時間が余っちゃった

普段使わない部屋だから、
人に泊まってもらえると
うれしいし、楽しい！

大事に使っていた時計を
喜んで使ってもらえて
うれしいなあ

子育てで培った
経験をいかせる！
子どもと関われて楽しい！

古民家はCool だね！
どこかに泊まれないかな？

〇〇ブランドの時計を
安く買えないかなあ

子どもが小さくて
自分の時間が持てない

魅力のある家に泊まれた！
地元の人とも交流できて
楽しかった！

欲しかった時計を
安く買えてうれしいなあ

空いた時間で
趣味や仕事ができる！

3

Matching!!!



シェアリングエコノミーのイメージはつかめましたか？

ここからは、実際に使う場面を想定した Q&Aを紹介します！

2-1  プラットフォームを選ぼう

2-2  安全・安心に利用するために

Q. どのプラットフォームを利用してよいか分からない…

Q. 早く収入を得たい！早くサービスを提供してみたい！

A. 以下の点に気を付けてみよう！
　□相互レビュー機能があるかどうか

　□免許証等による本人確認機能があるかどうか

　□相談窓口が作られているかどうか

A．まずは、利用者から始めてみよう！
　□利用者がどんな気持ちで利用するのか実体験がないと、何をしたら

　　利用者が喜び、何をしないと不安になるかがイメージしづらいよ。

　□利用者の気持ちを理解すると、トラブルになりそうなポイントを

　　把握した上で、安全・安心なサービス提供ができるようになるよ。

個人が提供する場合は、事業者と違って…

　□サービスの質が均一ではありません

　□ある程度の行き違いは起こり得ます

　□提供者との出会いは一期一会！丁寧に対応しよう

　　（自分のレビューにも影響します）

　□新しい経験、出会いを楽しむ気持ちで利用しよう！

これらの基準を満たす優良な事業者を認定する取組も始まっています

【シェアリングエコノミー協会の認証マーク】

シェアリングエコノミー認証マークは、そのサービスが内閣官房 IT 総合戦略室がモデルガイ
ドラインとして策定した「遵守すべき事項」を基に、シェアリングエコノミー協会が設定した

自主ルールに適合していることを示すものです。

※一般社団法人シェアリングエコノミー協会ウェブサイトから引用

+α
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2シェアエコの使い方 Q. 信頼できる相手かどうか分からない…

Q. トラブルになったらどうしたらいいの？

～「シェアリングエコノミー  ホスト＆ゲスト利用ガイドライン」の紹介～

一般社団法人シェアリングエコノミー協会個人会員制度「シェアリングネイバーズ」の有志メンバーがサー

ビスの提供や利用に当たっての心構えなどを掲載した「シェアリングエコノミー  ホスト＆ゲスト利用ガイド
ライン」を作成しています。是非、本パンフレットと併せて参考にしてみてください。

A. 取引の前にはこれを確認！
　□相手のレビュー（サクラレビューには注意！）

　□心配な点は、事前に相手に問合せできることも

　□トラブル時、プラットフォーマーからの補償があることも

A. トラブルになっても冷静に、以下のとおり対処しよう！
　①まずは、取引相手に連絡！

　②解決が難しければ、プラットフォーマーに相談

　③消費者ホットライン（局番なしの 188）に聞けば、

　　ヒントが得られるかも

※プラットフォーマーが指定する方法があれば、それに従ってください。
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相手も取引に不慣れな個人。寛大な心を持って接する。

個人ではサービスの質が均一ではない。（事業者の提供するサービスとは違う）

ある程度の行き違いを覚悟。お互いに正しく伝える努力と、事前にトラブル時の対応を確認。

個人間で取引する場合のポイント！

手数料回避のために、プラットフォームを介さない直接取引に誘導されるケースがあります。

トラブルが起こったときに第三者が解決できないため、直接の取引は行わず、

必ずプラットフォーム上で取引しましょう。

相手から連絡先交換を求められた場合は要注意！



個人間で取引する場合、特にトラブルに対する心構えが重要です。

ここからは、シェアリングエコノミーの主な分野別に、

サービス利用者の声、実際のトラブル事例や対策、プラットフォームの取組を紹介します！

3-1  空間のシェア

空間のシェア

空間のシェアはこんな魅力があります。

でも、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

～住居、駐車場、会議室などをシェア～

モノを壊された

汚された

夜遅くまで騒がれた

清潔ではない

Wi-Fiがつながらない

6

提供者に街を案内してもらって、一緒に郷土料理を食べて、

普通の旅行とは一味違った思い出ができました。提供者は今も友だちです。

自宅前の駐車場を貸し出しているので親近感が湧きやすく、

利用者の方と軽く挨拶をすることもあります。

そういうコミュニケーションはほかでは味わえない体験なのでうれしいです。

すぐに荷物を預かっていただけて「いってらっしゃい」と言ってくれたのがうれしかった

です。チェックアウトのときもハキハキされた提供者に元気を頂きました。

＜利用者・提供者の声＞

3サービス別の心構え

利用者 提供者

【実際にあった相談事例】

万一の人身傷害や物的損害を補償する保険や、

トラブル時の緊急ダイヤルがプラットフォームに準備されている場合があります。

こんな安全・安心の取組あります！
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民泊予約サイトを通じて 1万円の民泊を予約していたが、

聞いていた場所に鍵がなかったため、提供者に連絡したところ

「その日の宿泊は無理なのでキャンセルする」と言われた。

借りた場所が事前に見ていた写真と違った。

それでも防げないトラブルも…

提供者が約束の時間に現れない。

民泊の場合、届出／許可登録番号を確認し、違法物件でないことを確認しましょう。

提供者は、利用方法、Wi-Fiの接続などをまとめたルールブックを作成して事前に
周知し、利用当日にも騒ぎすぎないよう利用者全員に注意をするなどの対応を

しましょう。また、利用者が誤って持ち帰ることを防ぐため、備品に名前を書く

などの対応もとりましょう。

未然防止策

利用者、提供者共に、必要に応じて相手方と連絡を取り合い、到着時間の遅れや無

断キャンセルといったトラブルを防ぎましょう。



3-2  モノのシェア

モノのシェア ～フリマ、レンタルサービス～
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モノのシェアはこんな魅力があります。

でも、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

商品が届かない 確かに送った

偽物ではない偽物だ

捨てるにはもったいないけど不要なものを、必要とする人に譲ることができました。

高額な商品を何種類か借りて、試しに使って比べてみることができました。

＜利用者・提供者の声＞

【実際にあった相談事例】

購入した商品が偽物だったが提供者には返品に応じてもらえず、

プラットフォーマーに相談しても「当事者間で話し合うように」と言われた。

利用者から違う色のものが届いたので返金してほしいと言われた。

色はベージュで画像加工せずに出品したもので返金はできないと伝えたが、

利用者は届いたものは白だと言い張り、1か月経っても利用者は受取手続をせず、

プラットフォーマーから売上金を受け取ることができない。

利用者 提供者

それでも防げないトラブルも…

ブランド品の偽物が送られてくる。

商品を引き渡した後、不良品と言われキャンセルされたが、商品が返ってこない。

未着・未入金トラブルに対するお見舞い制度、偽ブランド品が届いた場合等の補償、

修理のための保険がプラットフォームに準備されている場合があります。

こんな安全・安心の取組あります！
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酒や電子たばこ等も購入できてしまう可能性があるため、

未成年者がサービスを利用する場合は、家庭内で利用方法を十分に話し合いましょう。

取引相手のレビューを見て、少しでも違和感があれば取引を見送る勇気も必要です。

不具合、傷、汚れなど提供者側の説明が足りていない場合があります。

提供者はあらかじめ状態を説明することを、

利用者は事前に確認することを心掛けましょう。

未然防止策
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3-3  スキルのシェア

スキルのシェア ～家事代行、育児、料理などのスキルをシェア～

スキルのシェアはこんな魅力があります。

でも、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

サービスの内容・質が

イメージと異なる

表示・やり取りどおりの

サービスが提供されない

約束した日時になっても

来なかった

提供したスキルに

納得してもらえなかった

提供者さん、さっき帰ったけど、めっちゃ部屋がきれいになって感激 (*′∀ `*)

数年ぶりに社会復帰し、自分に自信が持てました。

仕事を通じて社会と接点を持てるのがうれしいです。

初めて利用し、期待以上の対応に子どもを預ける抵抗感が一切なくなりました！

子どもの行動を逐一メモに残しておいてくださったので、

帰ってからどのような対応をされたのかが一目瞭然でした。

祖父母に預けられるのですら嫌がる息子がまた会いたい！というくらい

お気に入りの先生になりました。

＜利用者・提供者の声＞

利用者 提供者
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万一の人身傷害や物的損害を補償する保険の準備や、

提供者の面接やスキルのテストがプラットフォームにおいて実施されている場合があります。

こんな安全・安心の取組あります！

【実際にあった相談事例】

イラスト作成を依頼したところ、提供者は「３日で仕上げる」とのことだったが、

一向に納品されない。

キャンセルを申し出ると「既に取り掛かっているのでキャンセルには応じない」と言われ、

プラットフォーマーに相談しても「当事者間で交渉して」と言われた。

スキルを売買できるサービスでバイナリーオプションの情報商材と

電話コンサルティングを契約した。

指南どおりに取引してももうからず、コンサルティングを受けようと

提供者に電話をしてもつながらない。

それでも防げないトラブルも…

予約した日に来るはずの人が体調不良で来られなくなり、

代わりの人を頼んだが応じてくれない。

提供者のレビュー評価だけでなく、

仕事のキャンセル率（プロジェクト完了率）を事前に確認しましょう。

前日や当日にリマインドメールを送り、

日時を忘れないようにお互いに注意喚起をしましょう。

認識のずれが生じないよう、依頼の内容の詳細や意図は文字で伝えましょう。

未然防止策
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　徳島県にシェアエコ？と意外に思われる方もいるかもしれません。しかし実は、民泊

新法施行前から、８月の阿波踊り期間中にイベント民泊を実施するなど、早くからシェア

エコを取り入れている地方公共団体の一つなのです。

　県西部の美馬市には、シェアエコを始め、新しいビジネスに取り組む若手起業家のサ

テライトオフィスがあります。今回、そんな起業家の一人とタッグを組み、シェアエコ未

体験の方を中心にモニターを募集し、実際のサービスを体験する実験を行いました。

　当初は、シェアエコって何、そもそもプラットフォーマーのサイトにどう登録するか分

からない、という状態だった方の中にも、一度利用してみると、これまでのサービスに

ない、一体感や交流に魅力を感じた方もいたようでした。

　ただ知らないではもったいない、一度体験してみると、課題も魅力も見えてくる、そ

れがシェアエコなのかもしれません。

　シェアリングエコノミーは、遠く離れた見知らぬ個人と個人をつなぎ、モノだけでなく

空間やスキルなど遊休化しているあらゆる資産の共有を可能とします。

　インターネット上には、このような思いも及ばない便利なサービスが次々に登場する

一方、ネガティブな情報もあふれています。モノも情報もあふれる令和の時代には、そ

の正しい取捨選択が求められます。

　私は、IT政策担当大臣として政府全体のシェアリングエコノミーを推進する旗振り役
を務める上で、利用者の安心・安全の確保と、イノベーション創出の両立を図りたいと

考えてきました。

　このため内閣官房では、事業者が遵守すべき事項をまとめた「シェアリングエコノミー・

モデルガイドライン」を策定し、民間団体ではこのモデルガイドラインを基に設定した

自主ルールに基づき「認証マーク」を付与する取組が運用されています。

　本誌でも紹介されているこうしたマークも活用しながら、新しい未来に対する想像力

を発揮し、自分の経験や知恵をいかして、シェアリングエコノミーを上手に利用していた

だきたいと思います。

　信頼できるサービスや、信頼できる取引相手を選ぶための、消費者の「目利き」向上

に向けて、本誌がその一助になることを期待しています。

コラム　シェアエコ体験記　in とくしま

シェアリングエコノミーを応援します

前 IT・科学技術政策担当大臣　平井 卓也（2019年 8月寄稿）
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　皆さんは海外に一人で渡航した経験はありますか？

　海外へ渡航したことのある方でも、初めは「外国って怖くないの？」「言

葉が通じなくても大丈夫？」といった不安はありませんでしたか？

　初めての海外旅行では、期待や不安を抱きながら、ガイドブックを頼り

として注意深く賢く、自ら行き先や宿泊先を選び、トラブルを避けてきた

のではないでしょうか。そして、実際に経験してみることで、漠然とした不

安がなくなり、リピーターになった方も多いと思います。

　私たちは、シェアリングエコノミーを皆さんに安心して使っていただくた

めにはどうしたらよいかを関係者と議論していたとき、ふと初めての海外

旅行と状況が似ているのではないかとひらめきました。

　ある調査では、シェアリングエコノミーを使ってみたいと思う人は増えて

いるものの、事故やトラブル時の対応に不安を抱く人が多いという結果が

出ています。

　表紙を御覧いただいたときにお気付きかもしれませんが、このパンフレッ

トは、シェアリングエコノミーが将来、海外旅行のように多くの皆さんに

浸透することを願い、海外旅行者に長年愛用されている「地球の歩き方」

をコンセプトも含めて参考に作成しております。

おわりに
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