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はじめに 

我が国の経済におけるサービス産業は、GDP の 7 割を占める大きなウェイトを有する

産業に成長している。一方、サービス産業に関する公的統計の整備については、経済セン

サス-活動調査が実施（これまで、平成 24 年及び 28 年に 2 回）され、農林業等一部の業

種を除いた全産業を対象に 5 年周期で構造把握がされているものの、経済センサス-活動

調査実施年以外の中間年や動向把握についてはサービス産業のうち限られた業種のみの

把握に留まっているなど、これまでの「公的統計の整備に関する基本的な計画」において

もサービス産業の生産性の観点からの把握必要性の指摘等がされてきた。 

平成 28 年以降の統計改革の下、総務省と経済産業省は、GDP 統計の精度向上に資する

ことも目的として経済センサス‐活動調査の実施年以外の中間年に実施する新たな基幹

統計調査「経済構造実態調査」を平成 31 年度から創設することとし、本調査の実現によ

り、商業も含めたサービス業等の第三次産業全般と製造業も含め GDP の大宗（約 9 割）

をカバーする範囲となり、中間年における産業横断的な経済構造の把握が期待されてい

るなど、構造統計の整備について大きな前進が見込まれている。 

しかしながら、現状では GDP 統計における生産額が財・サービスの供給者を対象とす

る供給側の売上等から把握されている一方で、サービス業には実態把握の必要性が認識

されながらも財・サービスの供給者の捕捉が難しい業種（家事サービス業等の個人向け

サービスの一部や安価もしくは無償で取引される互恵的サービス、シェアリングエコノ

ミーやデジタルエコノミー（インターネット上の無償サービスを含む）などが該当）も多

い。特に、シェアリングエコノミーについては、ICT の進歩等により世界的に急速に成長

しており、民間調査機関の推計によれば市場規模は年間 1 兆円超、将来的には更なる拡

大が予想されている。また、既存の卸売業・小売業等の産業構造への影響、仲介事業者の

事業活動や地域社会・経済への貢献などへの関心も高まっており、新たなサービス業分

野の経済実態の把握が各方面から求められている状況にある。 

他方、公的統計としてシェアリングエコノミーの構造把握の現状を考えると、先行す

る欧米各国においても、その捕捉方法については未だに議論が行われているところであ

り、我が国においても、これらの経済活動を適切に把握する方策の検討が必要となって

いる。このため、本事業では、特に成長が見込まれるシェアリングエコノミーについての

経済実態の把握、統計整備上の課題等について整理を行う。具体的には、拡大する

Consumer-to-Consumer（以下、「 CtoC」）取引の全体像を整理するとともに、統計調査での

把握に際しての課題等を抽出した上で、統計調査の実現に向けた具体的な検討を行うと

ともに、Business-to-Consumer（以下、「BtoC」）については既存の政府統計において把握が

行われていることを踏まえ、その精度等の検証を行うこととする。 

なお、調査を遂行するにあたり、学識者・有識者からなる研究会を立ち上げ、検討を行

った。研究会にご参加いただいた関係者の皆様及び企業ヒアリングに御協力いただいた

企業各位に心からの謝意を表明します。 
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第１章  国内のシェアリングエコノミーに関する動向 

 

１-１ シェアリングエコノミーに関する定義 

 

シェアリングエコノミーとは、「個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等

の無形のものを含む。）を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他

の個人等も利用可能とする経済活性化活動1」や「場所・乗り物・モノ・人・お金などの遊

休資産をインターネット上のプラットフォームを介して個人間で貸借や売買、交換するこ

とでシェアしていく新しい経済の動き2」と定義される。我が国ではモノ、空間、スキル、

移動、お金の 5 つの類型に整理されるのが一般的であり、各分野に多数のサービス事業者

が存在する。 

近年、中古品売買等の「モノ」のシュアが急拡大するとともに、訪日観光客の急増を受

けて民泊などの「空間」のシェアも急拡大している。また、今後は企業の副業の解禁など

で「スキル」のシェアも普及が進み、人口減少に悩む過疎地などでは「移動」のシェアへ

のニーズが高まると見込まれる。 

 

図表 １-1 シェアリングエコノミー類型と代表的な日本のシェア事業者 

 

（出所）一般社団法人シェアリングエコノミー協会ホームページ 

                                                        
1 政府 CIO ポータル（https://cio.go.jp/share-eco-center） 
2 一般社団法人シェアリングエコノミー協会（https://sharing-economy.jp/ja/about/） 

https://cio.go.jp/share-eco-center
https://sharing-economy.jp/ja/about/
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１-２ シェアリングエコノミーの現行統計上の扱い 

一般的な産業統計が対象とするサービス分野の経済活動は、「事業者（＝供給者）が供給

するサービスを需要者が利用する」構造となっており、調査対象の特定が比較的容易な供

給者からの情報を収集することで、サービス供給量、供給体制等の構造全体を把握するこ

とが可能である。 

しかしながら、シェアリングエコノミーにおいては、「供給者（個人又は事業者）」「需要

者（個人又は事業者）」「仲介者（事業者）」の三主体が存在し、特に CtoC 型のシェアリン

グエコノミーでは、需要者のみならず供給者の特定も困難な構造となっている。また、従

来の産業統計的な観点から、調査対象は供給者及び需要者のデータを捕捉している可能性

が高い「仲介者」のみとなると予想されるが、実際に需要者が享受するサービスは供給者

によって提供されており、これまでの産業統計が把握していたサービス供給量が捕捉でき

なくなることも懸念される。 

このような視点から、シェアリングエコノミーの統計的把握に関する検討は、国内外で

活発に進められている。国内における既存検討では、現行統計制度におけるシェアリング

エコノミーの位置づけが整理されている。 

図表 １-2 シェアリングエコノミーの構造と対象となる統計 

 

 

（出所）内閣府経済社会総合研究所研究会報告書等 No.78、平成 30 年 7 月 
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現行の統計調査においては「シェアリングエコノミーに関連する調査対象の特定」、「シ

ェアリングエコノミーのみを対象とした調査事項の設定」等は行われておらず、シェアリ

ングエコノミーの構造把握は難しい状況にある。一方で、現行の統計調査においても、シ

ェアリングエコノミーを仲介業者については以下のとおり整理できる。 

  

図表 １-3 シェアリングエコノミーを対象としている可能性のある統計 

統計調査 現状の捕捉状況 

経済センサス-基礎調査・活動調

査 

•全国の事業所を対象とする調査であるが、シェアリングエコノミーのプラットフォー

ム企業はもっぱら設立間もない企業であり、調査実施時点において設立されて

いなかったものも多いと考えられる。 

•また、シェアリングエコノミープラットフォーム企業は日本標準産業分類「インター

ネット附随サービス業」に格付けされている場合が多いと思われるが、当該企業

のみを抽出することは困難。 

•なお、シェアリングエコノミープラットフォーム企業が日本国内に支社を有しない海

外法人の場合は調査対象外となる。 

情報通信業基本調査 

•日本標準産業分類⼤分類Ｇ「情報通信業」に属する企業について、経営の

実態を調査しており、特にインターネット附随サービス業については売上⾼や利⽤

登録者数などの調査項⽬が含まれている。調査対象として⼀部のプラットフォー

ム企業を捕捉できている場合は、こうした経営状況について計測可能性がある。 

•⼀⽅で、それらのプラットフォーム企業をシェアリングエコノミー関連事業者として

識別することはできていないと考えられる。 

・また、シェアリングエコノミー関連企業であっても、資本金 3,000 万円未満の小

規模企業の場合は調査対象に含まれない。 

特定サービス産業実態調査 

•対象業種としてインターネット附随サービス業が含まれており、調査対象に⼀部

のプラットフォーム企業が含まれる可能性がある。 

•⼀⽅で、それらのプラットフォーム企業をシェアリングエコノミー関連事業者として

識別することは困難。 

•また、規模以上悉皆調査となっている特定サービス産業動態統計調査では、

シェアリングエコノミー関連企業であっても、小規模事業者の場合は調査対象に

含まれない。 

特定サービス産業動態統計調査 

サービス産業動向調査 

•調査対象業種としてシェアリングエコノミー関連企業が捕捉されている可能性は

ある。 

•⼀⽅で、それらの企業をシェアリングエコノミー関連事業者として識別することは

できていないと考えられる。 

  



6 

 

なお、仲介者に対する現行統計に関し、調査対象を特定する工夫等を行い、既存の枠組

み内で対応することも検討されうるが、現行統計による対応には以下の課題があり、現実

には対応が難しいと考えられる。 

図表 １-4 現行統計において想定される課題 

想定される課題 具体的な課題の内容 

共通課題 
•シェアリング仲介事業について、現行の産業分類に合致するものがない 

•シェアリング仲介事業の定義が未確定のため、対象事業の特定が困難 

経済センサス-基礎調査・活

動調査による対応時の課題 
•経済センサスは悉皆調査であり、シェアリングエコノミーの全体像把握には最適である 

（調査周期） 
•他⽅、調査が５年周期であり、変化の激しい当業界に対する調査としては低頻度と考えられ

る。 

抽出調査による対応時の 

課題 

（小規模事業者の欠落） 

•情報通信業基本調査（資本金規模による裾切り）、特定サービス産業動態統計調査

（売上⾼カバレッジ７割を基準とした裾切り）、サービス産業動向調査（資本金規模１億

円以上の裾切り）等では裾切りによる抽出が行われている。 

•特定サービス産業実態調査では裾切りは行われていないが、業種別・規模別・都道府県別

の層化抽出が行われており、小規模事業者層では調査対象となっていない事業者が多いと予

想される。 

•シェアリングエコノミーのプラットフォーム事業者は、ベンチャー企業等、小規模事業者も多く含

まれていると考えられ、既存統計の調査対象とはなっていない可能性が⾼い。 

調査事項の新設に関する課

題 

•統計調査における調査事項の新設は、回答者負担軽減を考慮する必要があり慎重に検討

する必要がある。 

•また、シェアリングエコノミーのプラットフォーム事業を行っている企業が各業種分類の全企業に

占める割合は⾼くないと考えられ、⼀部の企業向けに調査票全体のボリュームを増加させること

は困難である可能性が⾼い。 

•また、シェアリングエコノミーの全体像を把握するためには、サービス類型別に各種事項を把握

する必要もあり、追加すべき調査事項は多数に及ぶと考えられる。 

•上記を踏まえると、既存統計の調査事項に、シェアリングエコノミーを対象とした調査事項を十

分に追加することは難しいと思われる。 

将来的な拡張時の課題 

（調査対象業種） 

•経済センサスを除く既存統計では、JSIC上での特定業種を調査対象として実施されている。 

•今年度検討する CtoC サービスに関しては、多くのプラットフォーム事業者は「インターネット附

随サービス業」に含まれていると考えられるが、BtoC も含めシェアリングエコノミー全体に調査対

象範囲を拡⼤する場合、他業種からサービスが提供されているケースも想定されることから、特

定業種を対象とした既存統計による対応では不十分となる可能性がある。 
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１-３ シェアリングエコノミーの市場規模 

以下では、民間調査機関等のデータによる市場規模の把握及び概要をとりまとめた。 

参考文献を含めた各調査のシェアリング類型の内訳や市場規模の推計方法（参照数値）は

以下のとおり。シェアリング類型では、例えば「カーシェア」が調査によって「モノ」又

は「移動」に類型されている。 

 

図表 １-5 シェアリング類型の内訳と市場規模の推計 

 シェアリング類型 

スペース モノ 移動 スキル お金 

内閣府 

民泊、その他不動

産の賃貸 

服飾品や雑貨、自

動車（法人保有）

等のﾚﾝﾀﾙ、中古品

販売、ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ品

販売 

ﾗｲﾄﾞｼｪｱ、ﾀｸｼｰ等の

ﾏｯﾁﾝｸﾞ、個人間の

乗り物ｼｪｱ、ﾚﾝﾀｶｰ 

ｵﾝﾗｲﾝﾏｯﾁﾝｸﾞｻｰﾋﾞ

ｽ、ｸﾗｳﾄﾞｿｰｼﾝｸﾞ 

ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

（ 寄 付 型 、 購 入

型、投資型） 

 市場規模（億円） 1,400～1,800 3,000 － 150～250 150～200 

 推計対象 各社公表資料や売上データによる試算、手数料率による推計等（2016 年） 

株式会社 

情報通信総合研究所 

ﾎｰﾑｼｪｱ、農地、駐

車場、会議室 

ﾌﾘﾏ、ﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ ｶｰｼｪｱ、ﾗｲﾄﾞｼｪｱ ｸﾗｳﾄﾞｿｰｼﾝｸﾞ、家

事代行、介護、育

児 

ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

 市場 

規模 

（億円） 

提供側 6,783 2,197 1,181 751 900 

 利⽤側 1,170 760 1,490 661 800 

 推計対象 “モノ”や“サービス”を提供する側と利⽤する側でやり取りされる金額の合計（2016 年） 

株式会社 

矢野経済研究所 

 

 市場規模（億円） 716.6（2017 年度） 

 推計対象 シェアリングエコノミーサービス提供事業者の売上⾼（マッチング手数料や販売手数料など）の合計 

（出所）株式会社矢野経済研究所「シェアリングエコノミー（共有経済）サービス市場に関する調査

（2018 年）」2018 年 9 月 12 日発表3 

株式会社情報通信総合研究所プレスリリース、2017 年 6 月 28 日 

内閣府経済社会総合研究所研究会報告書等 No.78、平成 30 年 7 月 

※PwC の文献も参照しているが、海外文献であることや類型方法が異なることから、本比較には含

めていない。 

 

なお、各調査では、図表 1-6 の方法にて市場規模が推計されているが、それぞれ推計対

象（規模として捉えているもの）が異なることに加え、取引する商品等の金額が含まれて

いるか否かで、市場規模に差が生じている。今後、統計による市場の正確な把握に向けて

は、シェアリング類型と市場規模の推計方法の精査が不可欠となる。 

                                                        
3 （注）「不特定多数の人々がインターネットを介して乗り物・スペース・モノ・ヒト・カネなどを共

有できる場を提供するサービス」のことを指す。ただし、音楽・映像のような著作物は共有物の対象に

していない 
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図表 １-6 市場規模の推計方法 

内閣府 ○スペース 

・観光庁「宿泊旅行統計調査」における外国人延べ宿泊者数、及び厚生労働省「全国民泊実

態調査の結果について」における国内の民泊物件（旅館業法上の許可物件及び無許可物件）

数から民泊への外国人延べ宿泊者数を推計。なお、許可物件と無許可物件の物件数比率により

民泊全体の延べ宿泊数を算出したが、許可･無許可物件間の稼働率は⼀定と仮定。算出された

延べ宿泊数に、厚労省同調査結果から算出した宿泊単価を乗じて、外国人による民泊利⽤額の

総額を推計した。 

・日本人利⽤も含めた利⽤者全体に占める外国人の割合を 7～9 割程度と仮定し、日本人も含

めた利⽤総額を推計。 

・うち、許可物件における利⽤額、無許可物件における利⽤額のうち仲介事業者手数料分及び

持ち家の帰属家賃分（産業連関表における国内持ち家の帰属家賃総額を物件数により割戻し

推計）を「③SNAの生産の境界内であって、現状捕捉されていると考えられるもの」とし、残りを「②

SNA の生産の境界内ではあるが、捕捉できていないと考えられるもの」とした。 

○モノのシェア 

・公表資料及びフリマアプリの売上データを⽤いて試算。公表資料からフリマアプリの流通総額（市

場規模）を 3,000 億円程度と推計した。 

・推計した流通総額の⼤部分は CtoC 中古品取引額であり、「①SNA の生産の境界外となるも

の」と考えられるが、公開されているフリマアプリ事業者複数社の売上⾼データの総計を「③SNA の

生産の境界内であって、現状捕捉されていると考えられるもの」とし、CtoC の実物取引総額のうち

ハンドメイド品売上を「②SNA の生産の境界内ではあるが、捕捉できていないと考えられるもの」とし

た。なお、ハンドメイド品割合については、公表されている取引数ベースの割合 5%を基本として想

定。 

○スキル・時間のシェア 

・既存の民間マーケットレポート等から、スキルのシェアプラットフォーム事業の国内市場規模（仲介

事業者の売上）を 50 億円程度と仮定し、手数料率（25％と仮定）で割り戻すことで流通総額

を推計。仲介手数料分を「③SNA の生産の境界内であって、現状捕捉されていると考えられるも

の」とし、残りの CtoC 取引額を「②SNA の生産の境界内ではあるが、捕捉できていないと考えられ

るもの」とした。 

○カネのシェア 

・既存の民間マーケットレポート等から、国内クラウドファンディングの新規プロジェクト支援金額を

700 億円～800 億円程度と仮定し、手数料率（20％と仮定）を乗じることで仲介手数料分を

推計し、「③SNA の生産の境界内であって、現状捕捉されていると考えられるもの」とした。残りの

CtoC 取引額については、定義上は SNA 上の産出には該当しないが、便宜上参考値として「②

SNA の生産の境界内ではあるが、捕捉できていないと考えられるもの」とした。生産額の合計値から

も除外。 

情報通信 

総合研究所 

シェアリング類型ごとに、モノやサービスを提供／利⽤する側でどの程度の金額がやり取りされている

のか（提供／利⽤による収入／支出）を市場規模と捉えて推計 

矢野経済 

研究所 

サービス提供事業者のマッチング手数料や販売手数料、月会費、その他サービス収入などの売上

⾼ベースで市場規模を推計 

（出所）「図表 1-5」と同一  
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① 国内市場規模 

株式会社矢野経済研究所によると、シェアリングエコノミーの国内市場規模は 2017 年

度の 716.6 億円から 2022 年には 1,386.1 億円へと拡大すると予測されている。 

こうした市場拡大の背景として、我が国においても生まれた時からデジタル技術に馴染

みのあるミレニアル世代の増加や 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの招致決

定による訪日外国人の増加等の影響があると考えられる4。また、我が国のスマートフォン

の普及率5は、2016 年には 71.8％と、2010 年比で約 10 倍になっており、市場拡大の追い風

となっている。 

 

図表 １-7 シェアリングエコノミー産業の国内市場規模と予測 

 

（注）市場規模は、サービス提供事業者のマッチング手数料や販売手数料、月会費、その他サービス収入

などの売上ベースで算出 

（出所）株式会社矢野経済研究所「シェアリングエコノミー（共有経済）サービス市場に関する調査（2018

年）」2018 年 9 月 12 日発表 

 

また、株式会社情報通信総合研究所のアンケート調査結果によると、シェアリングサー

ビスの提供側の収入金額は、年間で約 1 兆 1,800 億円、利用側の金額は、年間で約 4,400 億

円と推計されている。また、将来の利用意向をふまえ、潜在市場規模を推計した結果、提

供側の収入見込み金額は、年間で約 2 兆 6,300 億円、利用側の支出見込み金額は、年間で

約 1 兆 1,100 億円となっている（図表 1-8(注)参照）。 

  

                                                        
4 PwC 「シェアリングエコノミー」コンシューマーインテリジェンスシリーズ、平成 28 年 2 月 26 日 
5 総務省（2018）「平成 29 年版情報通信白書」 
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シェアリングエコノミーの①スペース（空間）、②モノ、③移動、④スキル、⑤お金の類

型別の市場規模をみると、サービス提供側では、「スペース」のシェアが 6,783 億円と最も

多く、次いで「モノ」のシェアが 2,197 億円となっている。一方、利用者側では、「移動」

が 1,490 億円と最も多く、次いで「スペース」が 1,170 億円となっている。また、潜在市

場も含めてみると、提供者側では、「スペース」「モノ」、利用者側では「移動」の市場が大

きくなると見込まれる。特に、提供者側では「モノ」「スキル」分野が現状の倍の潜在市場

があり、利用者側でも「移動」の潜在市場が大きくなっている。 

今後、訪日外国人等のインバウンド需要がさらに増加すると、提供者側と利用者側の市

場規模のギャップはさらに拡大すると見込まれ、それらの差異の要因等を精査することが、

シェアリングエコノミーの浸透による経済活動・市場規模の把握には不可欠となる。 

 

図表 １-8 シェアリングエコノミーの類型と国内市場規模 

 

 

＜参考：市場規模推計の対象サービス＞ 

 

（注）「スペース」の提供者側の収入金額が、利用者の支出に比べて多いのは、訪日外国人のインバウン

ド需要の差分と見込まれる 

（出所）株式会社情報通信総合研究所プレスリリース、2017 年 6 月 28 日  

分類 対象サービス
スペースのシェア ホームシェア、農地、駐車場、会議室のシェア

（Airbnb、STAY JAPAN、スペースマーケットなど）
モノのシェア フリマ、レンタルサービス

（airCloset、ラクサス、ジモティーなど）
移動のシェア カーシェア、ライドシェア

（Uber、notteco、Anycaなど）
スキルのシェア クラウドソーシング、家事代行、介護、育児のシェア

（クラウドワークス、アズママ、タスカジなど）
お金のシェア クラウドファンディング

（Makuake、READYFOR、Crowd Realtyなど）
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図表 １-9 現在と潜在的な取引金額（提供側） 

 

（出所）株式会社情報通信総合研究所プレスリリース、2017 年 6 月 28 日 

 

 

図表 １-10 現在と潜在的な取引金額（利用側） 

 

（出所）株式会社情報通信総合研究所プレスリリース、2017 年 6 月 28 日 
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さらに、内閣府は、シェアリングエコノミーの 5 分野別に生産額の規模を試算したうえ

で、シェアリングエコノミー等の経済活動が「現行の国民経済計算（SNA）における生産

の境界に含まれるか否か」「統計上捕捉されているか否か」に応じて、3 つの領域（①SNA

の生産の境界外となるもの、②SNA の生産の境界内ではあるが、捕捉できていないと考え

られるもの、③SNA の生産の境界内であって、現状捕捉されていると考えられるもの）に

区分している。 

2016 年の国内の生産額規模は、約 4,700 億円～5,250 億円と試算されている。上述の 3

領域別にみると、①は 2,700 億円～2,750 億円、②は 950 億円～1,350 億円、③は 1,000 億

円～1,200 億円と推測されている。また、類型別にみると、「モノ」が 3,000 億円と最も多

く、次いで「スペース（空間）」が 1,400～1,800 億円となっている。 

 

図表 １-11 シェアリングエコノミーの生産額の試算 

 

 

（出所）内閣府経済社会総合研究所研究会報告書等 No.78、平成 30 年 7 月 

  

「①SNAの⽣ 産の境界外とな
るもの」

「②SNAの⽣ 産の境界内では
あるが、捕捉できていないと考

えられるもの」

「③SNAの⽣ 産の境界内で
あって、現状捕捉されていると

考えられるもの」

中古品販売
CtoCの⽣ 融取引等

CtoCの実物取引等
仲介⽣ 数料、持ち家帰属家賃

（⽣ 泊分）等

スペース ― 700億円〜1,000億円程度 700億円〜800億円程度 1,400億円〜1,800億円程度

モノ
2,700億円〜2,750億円程度

注3)
150億円程度 100億円〜150億円程度 3,000億円程度

スキル・時間 ― 100億円〜200億円程度 50億円程度 150億円〜250億円程度

カネ
―

（550億円〜600億円程度 注
4)）

― 150億円〜200億円程度
150億円〜200億円程度

（＋カネのシェア①が550億
円〜600億円程度 注4)）

合計
2,700億円〜2,750億円程度
（＋カネのシェア550億円〜

600億円 注4)）
950億円〜1,350億円程度 1,000億円〜1,200億円程度

4,700億円〜5,250億円程度
（＋カネのシェア①が550億
円〜600億円程度 注4)）

シェアの分野

⽣ 産額規模（2016年）

総額
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② 世界市場規模 

シェアリングエコノミーの世界市場規模について、PwC が 2016 年に調査している。同調

査では、シェアリングエコノミー主要 5 業種（P to P 型貸出及びクラウドファンディング、

オンラインスタッフィング、P to P 型宿泊、カーシェアリング、音楽及び映像ストリーミ

ング）の 2013 年時点での世界全体の売上を 150 億ドルと推定している。 

これは、同調査が推計対象とする 10 業種（先の 5 業種に、機器レンタル、B&B 及びホス

テル、書籍レンタル、レンタカー、DVD レンタルの従来型の「レンタル」5 業種を加えた

もの）の総売上高のわずか 5％を占めるにすぎない。しかし、2025 年までに、シェアリン

グエコノミー5 業種の売上は 3,350 億ドルにまで拡大し、10 業種の 5 割を超える可能性が

あると予測している。 

シェアリングエコノミー産業の世界市場規模拡大の背景には、消費者意識の「所有（モ

ノ）」から「経験（コト）」への変遷が考えられる。所有コストを負担に感じ、新しい所有

の形として、共有を選択している。 

また、同調査では、シェアリングエコノミー市場拡大の要因は、インターネットの普及で

あり、情報へのアクセスしやすさや取引の即時性が向上したことにあると言及している。

利用希望者は、「空き状態」をより正確かつリアルタイムに把握し、他社の評価をもとに信

頼性を判断し、利用している。 

 

図表 １-12 シェアリングエコノミー産業の世界市場規模と予測 

 

（出所）PwC 「シェアリングエコノミー」コンシューマーインテリジェンスシリーズ、平成 28 年 2

月 26 日 
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１-４ シェアリングエコノミーの事業実態 

 

統計調査を実施するに当たり、シェアリングエコノミー事業者の実態を把握しておく必

要があることから、モノ、空間、スキル、移動、マネー（お金）といった領域のプラットフ

ォーマーであるシェアリングエコノミー事業者へのインタビュー調査（12 件）を実施した。 

 

(1) 会社概要 

① 経営組織 

従業員の大半は正社員で、各社ともシステムエンジニアを多数抱えている。システムはシ

ェアリング事業者にとって競争力の源泉の 1 つとなっており、システムを内製している事

業者が大半で、そのため、多くの企業がシステム開発のためのエンジニアを自前で抱えてい

る。 

システムに次いで、マーケティング（広報）やカスタマーサービスに人員を割く傾向が認

められる。ユーザー（提供者、利用者）を獲得するためには、対外的にアピールする必要が

あり、ウェブデザインなどもマーケティングの一環で重視されている。 

 

② 財務状況 

非上場の企業が多いこともあり、財務データは原則として公表していない企業が多い。上

場企業がシェアリング事業を手がけている場合においても、シェアリング事業単体での財

務データは積極的には公表していない。 

法人相手のビジネスとは異なり、トレンド等の影響を受けやすい個人消費者を相手にす

るビジネスなので、競合他社との競争を意識してか、財務情報の開示のみならず、登録会員

数などの開示に対してもセンシティブである。シェアリングビジネスはビジネスモデルが

真似されやすく参入障壁が低いため、新規参入を警戒していることもある。また、スタート

して間もないシェアリング事業者は、まだ投資段階で利益が出ていないところもあり、投資

家からの資金調達を考慮し財務データを積極的に公開していないとコメントする企業も存

在した。 

 

③ 決算時期 

決算時期は各社それぞれであり、特定の傾向は認められない。 

 

(2) 事業概要（ビジネスモデル） 

① 取扱品目 

シェアリング事業者ではそれぞれ独自のカテゴリを設けて取扱品目ごとの取引実態を把

握している。モノのシェアであれば、新品、中古品、ハンドメイドといった分類のほか、様々

なカテゴリをシェアリング事業者が設けているが、基本的に事業者が区分するのではなく、
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出品者の自己申告の区分による。 

 

② 取引相手 

性別、年齢、居住地といった基本的な情報は登録時に収集しているケースが多いが、登録

時から運転免許証などで本人確認を求めるケースもあれば、購入・支払時のクレジットカー

ドなとの決済機能を信用情報とするケースもある。取引相手のどのような情報をいつ収集

するかは、事業の性格などによりケースバイケースである。 

また、CtoC に限定し、BtoC を意識的に排除しているケースもあるが、個人取引に限定し

ているケースも「法人による個人なりすまし」までは排除できないこともある。 

なお、取引相手（サービス提供者や利用者）の属性や、属性別の利用者数や売上高などに

ついてもシェアリング事業者は捕捉しているが、公表はしていない。 

 

(3) 売上構成 

 各社のビジネススキームは明確で、手数料率や入金までの仕組みは開示されている（ごく

一部、手数料率が開示されていないケースもある）。ただし、大半の企業が実際の手数料収

入額については公表していない。その代わり、売上規模を示す指標として「流通総額」を試

算して公表している企業が少なからず存在する。 

 売上構成については、公表はされていないが取引品目別や利用者属性別に把握している

企業が大半であり、「CtoC」と「BtoC」といった分類も可能となっている。 

なお、モノのシェアでは「ハンドメイド」の取引も活発化しており、またスキルのシェア

では多様な個人のスキルに対するマッチングを可能とすることで、従来市場として成立し

にくかった領域に新たな付加価値を生み出している。 

 

(4) 費用構成 

① 費用内訳 

費用に占める割合は人件費が最も大きく、費用の約 4～6 割を占めている。これは大半の

シェアリング事業者が社員を正社員として雇用し、かつ、システムを内製しているためにシ

ステムエンジニアを多数雇用しているためである。 

人件費に次いで大きな費目を占めるのはマーケティング・広告宣伝費となっている。これ

は前述したように、プラットフォームビジネスでは他社に先行してユーザーをいち早く獲

得し、囲い込むことが勝機につながるためである。 

その他の費用としては、サーバー運営費などのシステムの運用・保守に関わる費用、弁護

士や行政書士といった「士業」に支払う費用、クレジットカードや銀行決済などの手数料な

どであり、多くのシェアリング事業者にとっての設備投資はシステム開発となっている。 
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② 連携状況（委託費用） 

プロモーションのための他社連携はあるが、まとまった外部委託費を伴うような他社連

携は少ない。 

 

(5) その他 

① 年間取引件数・取引額 

取引件数や取引額はほとんど公表されていない。実額を公表しない代わりに、「対前年比

で〇％伸びている」と事業の成長速度をアピールしている。 

 

② アクセス手段 

スマホによるアクセスが大半であるが、取扱品目次第では PC からのアクセスの方が多い

という取引も存在する。 

 

③ 信用保証の方法 

信用保証については、それぞれのビジネスモデルに対応する形で実施されている。 

本人確認手段として用いられている ID は運転免許証が多く、次いで、クレジットカード

決済や銀行口座といった決済手段となっている。特に、家事サービスのように個人宅を訪れ

る対面型のスキルシェアでは、安全を確保するため、かなり詳細な本人確認を実施している。

モノのシェアでは売買が成立して入金する段階で本人確認を行うケースから、登録段階で

本人確認プロセスを導入するなど、信用保証を強化する傾向が認められる。 

そのほかの事業ごとの特徴としては、クラウドファンディングのようなマネー（お金）シ

ェアにおいては厳しいデューデリジェンスを実施しており、法務部が反社チェックを行っ

たり、事業の確実性についての厳しい審査も行ったりしている。 

モノやスキルのシェアでは、出品物に違法性がないか、基準に従っていないものが出品さ

れていないかを監視している。出品の段階で審査するケースもあれば、出品されたものを事

後的にモニタリングしているケースもある。 

なお、シェアリング事業者が信用保証として重視しているのが利用者のレビューである。

そのため、利用者にレビューを義務付け、レビューの蓄積をサービス提供側の信用として活

用するケースが多い。 
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第２章  海外調査 

 

２-１ 概況及び国際機関の動き 

 

(1) シェアリングエコノミーの統計に係る概況 

 シェアリングエコノミーという概念は、メディアに提示されてから久しい。インターネッ

トのアプリケーションやスマートフォンの拡大などを受けて近年注目が高まっているとこ

ろではあるが、合意されている概念は未だ存在しない6。こうしたなか、国際機関において

はシェアリングエコノミーの急速な拡大が経済・産業・開発等に与える影響を踏まえ、検討

が開始されているところである。 

 たとえば、国際通貨基金（International Monetary Fund; IMF）においては、2018 年のデジタ

ルエコノミーに関するスタッフレポート7において、シェアリングエコノミーをオンライン

対応サービス（platform-enabled services）に含まれるとし、そのうえで、「P to P、短期の資産

の貸し出し及び P to P の労働サービスであり、共同金融も含まれ得る」と定義している。さ

らに、物価指数、国民勘定、金融・財務統計等にシェアリングエコノミーを含むデジタル経

済を反映するための課題と現状について示している。 

国連貿易開発会議（United Nations Conference on Trade and Development; UNCTAD）は、

「2017 年 情報経済報告書（Information Economy Report 2017）8」において、シェアリングエ

コノミーを「デジタルプラットフォームを用い、物理的資産（家、車、スペース、機械、機

器、衣服、靴等）又は時間（調理、清掃、家具の組み立て等の作業）を活用（「シェア」）す

る」と定義している。また、2018 年 4 月、「シェアリングエコノミーの開発側面－中国から

の学び9」と冠するワークショップを開催している。しかしながら、これらいずれにおいて

も民間コンサルティングファームである PricewaterhouseCoopers (PwC)による推計データを

引用し、拡大するシェアリングエコノミーのインパクトを説明している。 

複数の国際機関がそれぞれの文脈でシェアリングエコノミーに係る検討を行うなか、統

計的な把握に関して各国政府等と連携しつつ国際的な検討の一翼を担っているのが経済協

力開発機構（Organisation for Economic Cooperation and Development; OECD）である。OECD

内の作業部会やワークショップ等の取組について次節において詳述するが、それ以外にも、

                                                        
6 研究者により理論的枠組みの構築が試みられているところである。たとえば、Meisam Ranjbari, Gustavo 

Morales-Alonso and Ruth Carrasco-Gallego, Conceptualizing the Sharing Economy through Presenting a 

Comprehensive Framework, Sustainability, 5 July 2018, 

https://www.researchgate.net/publication/326214474_Conceptualizing_the_Sharing_Economy_through_Presenting_a

_Comprehensive_Framework/fulltext/5b3ebac3aca272078519b8a6/326214474_Conceptualizing_the_Sharing_Econo

my_through_Presenting_a_Comprehensive_Framework.pdf?origin=publication_detail 
7 IMF, Measuring the Digital Economy, Staff Report, February 28, 2018, 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy 
8 UNCTAD, Information Economy Report 2017- Digitalization, Trade and Development, 23 October 2017, 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf 
9 UNCTAD, Development Dimensions of the 'Sharing Economy' - Learnings from China, 16 April 2018, 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/dtl_eWeek2018_conceptnote_and_programme.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/326214474_Conceptualizing_the_Sharing_Economy_through_Presenting_a_Comprehensive_Framework/fulltext/5b3ebac3aca272078519b8a6/326214474_Conceptualizing_the_Sharing_Economy_through_Presenting_a_Comprehensive_Framework.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/publication/326214474_Conceptualizing_the_Sharing_Economy_through_Presenting_a_Comprehensive_Framework/fulltext/5b3ebac3aca272078519b8a6/326214474_Conceptualizing_the_Sharing_Economy_through_Presenting_a_Comprehensive_Framework.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/publication/326214474_Conceptualizing_the_Sharing_Economy_through_Presenting_a_Comprehensive_Framework/fulltext/5b3ebac3aca272078519b8a6/326214474_Conceptualizing_the_Sharing_Economy_through_Presenting_a_Comprehensive_Framework.pdf?origin=publication_detail
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/dtl_eWeek2018_conceptnote_and_programme.pdf
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OECD は国際政府統計学会（International Association for Official Statistics; IAOS）10主催の国

際会合11に協力し、事務局員がシェアリングエコノミーを包含するデジタル経済の統計的把

握に関して報告12するといった貢献も行っている。 

 

(2) OECD 

OECD においては、税制や競争政策といった異なる政策の観点13や、個別の分野14に関し

てシェアリングエコノミーに関わる検討がなされているところであるが、シェアリングエ

コノミーの統計的把握に関しては、2016年 7月、統計データ局（Statistics and Data Directorate）

が報告書「デジタル化経済における GDP 計測15」を公表し、同局が所管する統計及び統計

政策委員会（Committee on Statistics and Statistical Policy; CSSP）の下に設置されている国民

経済計算作業部会（Working Party on National Accounts）16並びにデジタル経済における GDP

計測諮問グループ（Advisory Group on Measuring GDP in a Digitalised Economy）において、デ

ジタル経済の一部として、シェアリングエコノミーの捕捉に関する議論17が行われてきてい

る。 

「デジタル化経済における GDP 計測」においては次の論調で議論が展開されている。 

- 近年、ネット環境が整い多数の個人や個人事業主が参加し、取引規模が拡大した結果、

従来の推計方法では適切な把握ができない懸念が生じている。 

- しかし、規模が拡大したが故に、納税情報等が活用できる状況となり、実数を把握しや

                                                        
10 国際政府統計学会（International Association for Official Statistics; IAOS）は国際統計協会（International 

Statistical Institute; ISI）傘下の 7 団体のひとつ。 
11 16th Conference of IAOS, “Better Statistics for Better Lives” jointly organised with OECD,  

19-21 September 2018. Paris, http://www.iaos-isi.org/index.php/conferences 
12 Nadim Ahmad and Jennifer Ribarsky, Towards a Framework for Measuring the Digital Economy, prepared for 

16th Conference of IAOS, 19-21 September 2018, http://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-

OECD2018_Ahmad-Ribarsky.pdf 
13 たとえば、税制については OECD, Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats, 2016, 

https://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.pdf。競争政策に

関しては、乗車の分野に関し、Directorate for Finanical and Enterprise Affairs Competition Committee, OECD, 

Working Party No. 2 on Competition and Regulation, Taxi, ride-sourcing and ride-sharing services - Background 

Note by the Secretariat, 4 June 2018, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2(2018)1/en/pdf. 
14 たとえば、観光分野のシェアリングエコノミーについて、OECD, Part I, Chapter 3 Policies for the tourism 

sharing economy, OECD Tourism Trents and Policies 2016, 2016, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2016-

7-en.pdf?expires=1549612656&id=id&accname=guest&checksum=CA52EAA973D34776078A3E6DBB30DF15 
15 Nadim Ahmad, Paul Schreyer, OECD Statistics working paper 2016/07: Measuring GDP in a Digitalised 

Economy, July 2016, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlwqd81d09r-

en.pdf?expires=1549608770&id=id&accname=guest&checksum=05A500BFDB912793A18BE9E7612D8DB8 
16 2018 年 12 月ヒアリング調査より。また、2017 年 11 月の同作業部会会合には、Airbnb のケーススタデ

ィが提示されるなどしている。Statistics Directorate/ Committee on Staatistics and Statistical Policy, Working 

Party on National Accounts, Measuring challenges of the sharing economy: the case of Airbnb, 

STD/CSSP/WPNA(2017)9, 30 October 2017, 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPNA(2017)9&docLanguage=

En 
17 Statistics Directorate/ Committee on Staatistics and Statistical Policy, Working Party on National Accounts, Issue 

Paper on a proposed framework for a satellite account for measuring digital economy, STD/CSSP/WPNA(2017)10, 

14 November 2017, 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPNA(2017)10&docLanguage

=En  

http://www.iaos-isi.org/index.php/conferences
http://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Ahmad-Ribarsky.pdf
http://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Ahmad-Ribarsky.pdf
https://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2(2018)1/en/pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2016-7-en.pdf?expires=1549612656&id=id&accname=guest&checksum=CA52EAA973D34776078A3E6DBB30DF15
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2016-7-en.pdf?expires=1549612656&id=id&accname=guest&checksum=CA52EAA973D34776078A3E6DBB30DF15
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlwqd81d09r-en.pdf?expires=1549608770&id=id&accname=guest&checksum=05A500BFDB912793A18BE9E7612D8DB8
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlwqd81d09r-en.pdf?expires=1549608770&id=id&accname=guest&checksum=05A500BFDB912793A18BE9E7612D8DB8
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPNA(2017)9&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPNA(2017)9&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPNA(2017)10&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPNA(2017)10&docLanguage=En
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すくなる可能性も高まっている。  

- 特に法人である仲介業者の納税情報は有効と期待される。 

 

また、2018 年 9 月には、科学技術イノベーション局（Directorate for Science, Technology, 

and Innovation）が統計データ局と連携し、ワークショップ「デジタル化への移行の計測：国

民経済計算におけるオンラインプラットフォーム及びクラウドコンピューティングの計測

18」を主催した。同ワークショップの主眼はプラットフォーム経済であったが、シェアリン

グエコノミーが重要な構成要素であることから、シェアリングエコノミーに関わる報告や

プレゼンテーションが多数あった19。 

 

① 定義・分類 

OECD においては、各国統計当局等と連携しつつ、シェアリングエコノミーの定義に関す

る協議を促進しようとしているところである。シェアリングエコノミーはプラットフォー

ム経済にシェアリングエコノミーが内包されるという捉え方がなされているものの、基幹

として確立した定義を打ち出しているわけではない。中古品の扱いも含めて未だ決着して

いない論点であり、国際的な定義の合意はないが、定義における「遊休資産」と「シェア」

を要素として含める考え方が一般的であること、中古品の販売は「シェア」とは言えないと

いう感触を有していることは確認された。ただし、こうした要素に関しても定義は厳格では

なく、意見の相違がある20。 

 前述の 2018 年 9 月開催ワークショップの結果として、暫定的にシェアリングエコノミー

を提供するプラットフォームは、資産ベースのサービス、労働プラットフォーム、一時的な

資産のスワップを仲介するプラットフォーム及び金融シェアリングエコノミープラットフ

ォームの 4 類型を示しているものの、今後、定義や分類は作業部会で議論を継続していく予

定である。 

急速に拡大・進展中であるプラットフォーム経済や、シェアリングエコノミーの定義や分

類に関し、国際的な議論をより活性化し、共通化を図っていくことが重要だと強調している
21。 

 

② 調査・推計 

 Eurostat 及び各国統計当局の取組を把握。OECD は Eurostat 及び各国統計当局の取組を把握

しており、未だコンサルティングファームや民間研究所の調査研究に依存している状態だ

が、公的統計に含めていく方法が望ましいとの見解を持っている。財務データの活用につい

ても、各国の取組に差異がある点、最も進んでいる推計においても未だ多くの仮定を設定せ

                                                        
18 Measuring the Digital Transformation, Workshop on measuring online platforms and cloud computing in National 

Accounts, 6-7 September 2018 
19 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
20 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
21 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
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ざるを得ない点などを指摘している22。 

 

 

２-２ 英国 

 

(1) シェアリングエコノミーの統計に係る概況 

英国においては、2014 年 9 月に NESTA（イノベーションに係る非営利研究機関）がシェ

アリングエコノミーの研究と市場分析を行う必要性を述べる報告書23を公表した。その後、

同年 11 月にビジネス・イノベーション・技能省が独立評価書24を公表し、これに応えて政

府は 2015 年 3 月に「英国国家統計局がシェアリングエコノミーの統計に関する実現可能性

調査と統計実施の提案を 2015 年夏までに実施する」との勧告を含む報告書25を公表した。 

これを受けた英国国家統計局（Office for National Statistics; ONS）は、実現可能性調査を開

始し、2016 年 4 月に最初の報告26を、同 10 月27及び 2017 年 11 月28に進捗報告を公表してい

る。また、ONS は政府横断的なシェアリングエコノミーのグループ29において統計に関する

見解のフィードバックを得ているほか、カナダ、フランス、中国等外国政府統計当局、国内

事業者団体である Sharing Economy UK (SEUK)等とも協議を行っている。 

上記以外にも英国においては、コンサルティングファーム等によるシェアリングエコノ

ミー市場の推計30、政府機関の要請を受けるなどした有識者による統計上の課題の分析等が

公表されるなど、この分野の検討を牽引している。 

                                                        
22 2018 年 12 月実施のヒアリングより。 
23 Emma Clarence, Kathreen Stokes, Making Sense of the UK Collaborative Economy, September 2014, 

https://media.nesta.org.uk/documents/making_sense_of_the_uk_collaborative_economy_14.pdf 
24 Debbie Wosskow, Unlocking the sharing economy - An independent review, Department for Business Innovation 

& Skills, November 2014, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-

1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf 
25 Department for Business, Innovation and Skills, HM Government, Independent review of the sharing economy: 

government response, March 2015, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414111/bis-15-172-

government-response-to-the-independent-review-of-the-sharing-economy.pdf 
26 Office for National Statistics, The feasibility of measuring the sharing economy, April 2016, 

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharing

economy/2016-04-05 
27 Office for National Statistics, The feasibility of measuring the sharing economy: progress update, October 2016, 

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharing

economy/progressupdate 
28 Office for National Statistics, The feasibility of measuring the sharing economy: November 2017 progress update, 

November 2017, 

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharing

economy/november2017progressupdate. 本報告書では「2017 年進捗報告」と言及。 
29 同グループには、英国政府他省庁である英国歳入関税局（HM Revenue and Customs; HMRC）、ビジネ

ス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）、デジタル・文化・メディア・スポーツ省（DCMS）、英国銀行、ウ

ェールズ政府、スコットランド政府および北アイルランド政府が所属。 
30 たとえば、PriceWaterhouseCoopers (PwC)は 2014 年 8 月に「2025 年にシェアリングエコノミー主要 5 分

野の英国における歳入総額が 90 億ポンドになる」と予測。Five key sharing economy sectors could generate 

£9 billion of UK revenues by 2025, August 2014 https://pwc.blogs.com/press_room/2014/08/five-key-sharing-

economy-sectors-could-generate-9-billion-of-uk-revenues-by-2025.html 

https://media.nesta.org.uk/documents/making_sense_of_the_uk_collaborative_economy_14.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414111/bis-15-172-government-response-to-the-independent-review-of-the-sharing-economy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414111/bis-15-172-government-response-to-the-independent-review-of-the-sharing-economy.pdf
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharingeconomy/2016-04-05
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharingeconomy/2016-04-05
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharingeconomy/progressupdate
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharingeconomy/progressupdate
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharingeconomy/november2017progressupdate
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/thefeasibilityofmeasuringthesharingeconomy/november2017progressupdate
https://pwc.blogs.com/press_room/2014/08/five-key-sharing-economy-sectors-could-generate-9-billion-of-uk-revenues-by-2025.html
https://pwc.blogs.com/press_room/2014/08/five-key-sharing-economy-sectors-could-generate-9-billion-of-uk-revenues-by-2025.html
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(2) 英国国家統計局（Office for National Statistics; ONS） 

 上述のとおり、ONS は英国政府の統計当局として、シェアリングエコノミーの統計的把

握の実現可能性に係る調査研究を 2015 年より進めている。当該調査研究は、シェアリング

エコノミーの定義の検討、文献調査、潜在的な将来の情報ソースの検討、既存のデータソー

スからの検討、「データサイエンス・プロジェクト」等から成る。ONS による累次の報告書

ならびに本調査研究において実施したインタビュー調査31により確認した①定義・分類、②

統計調査・推計、ならびに③今後の取組等その他の事項は以下のとおりである。 

 

① 定義・分類 

ONS は、シェアリングエコノミーを「使われていない資産を、デジタル仲介者を通じ、P 

to P 取引で共有し、当初使用の範囲の外での使用によって関係者に便益をもたらす共有」で

あると定義している。すなわち、要素は①遊休資産、②消費者対消費者、③オンラインプラ

ットフォームの仲介、及び④所有権の移転なくモノ又はサービスに一時的にアクセスとい

う４要素である。定義作成のプロセスでは、PwC、米国商業省及び Sharing Economy UK の

定義を参照。また、企業登記局（UK Companies House）が有する事業者の登記書も確認した。 

概念としては、デジタルのマッチングによる「プラットフォームビジネス」と「資産のレ

ンタル」の重複部分を「シェアリングエコノミー」として把握している。中古品販売はシェ

アリングエコノミーに含めないが、ONS としては、デジタル経済の一部として関心を有し

ている32。 

分類に関しては、2016 年の段階では、シェアリングエコノミー活動を、①資産の賃貸又

はアクセス（例：宿舎、駐車場、倉庫、乗物及び道具）、②P to P サービス（例：移動、配達、

家事サービス、専門サービス）及び③共同金融（collaborative finance）（例：クラウドファン

ディング、P to P 貸付、投資、送金及び換金）の 3 類型を用いて整理していた。 

その後、2017 年 11 月の進捗報告において、上記 3 類型に加えて決定木33を用いて特定のサ

ービスがシェアリングエコノミーに該当するか否か確認する手法を示している。決定木は、

特定のサービスがシェアリングエコノミーに該当するか判断するためのものであり、企業

自身が用いるわけではなく、調査実施側が振り分けるために使用している。将来的には振分

けの自動化を企図しているところである34。なお、この手法によれば、Uber は企業が多くの

タクシーサービスをフルタイムの業務として提供していることから、シェアリングエコノ

ミーの定義に当てはまらないこととなる。ONS は「副業や副次的な活動に注目している」

としている35。 

                                                        
31 「はじめに」の調査手法にも述べたとおり、本調査においては 2018 年 12 月に ONS を含む英国及びフ

ランスの政府機関・民間機関等、ならびに欧州連合機関を訪問し、インタビュー調査を実施した。 
32 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
33 ONS が 2017 年 11 月進捗報告においてシェアリングエコノミー事業者を判断するために提示。既存の

定義を補完するものと位置づけている。ONS(2017), pp. 3-4. 
34 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
35 Royal Statistical Society, Conference 2018: How do we measure the “sharing economy”? 7 September 2018, 



22 

 

図表 ２-1  ONSによるシェアリングエコノミーの決定木 

 

（出所）The feasibility of measuring the sharing economy: November 2017 progress update, p.4 

 

英国の産業分類は欧州の枠組みである NACE36に依拠するが、最近の改正は 2007 年であ

り、シェアリングエコノミーは含まれていない。 

統計的な把握の実態的な困難の要因は、①企業の売上におけるシェアリングエコノミー

による割合の捕捉、②CtoC 取引の補捉（英国歳入税関庁とも協力）、③無償の取引や無料サ

ービスの扱いであり、世帯サテライト勘定による把握も検討している37。 

 

  

                                                        
https://www.statslife.org.uk/news/3891-what-is-the-sharing-economy-and-how-can-we-measure-it 
36 欧州共同体経済活動統計分類 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community 
37 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 

https://www.statslife.org.uk/news/3891-what-is-the-sharing-economy-and-how-can-we-measure-it
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② 統計調査・推計 

 2017 年より、世帯・個人を対象とする既存の調査である「インターネットアクセス調査

（Internet Access Survey）」にシェアリングエコノミーに関わる質問を追加した38。既にその

結果を公表している。 

また、事業者を調査対象とする「電子商取引調査（E-Commerce Survey）」及び「年次事業

調査（Annual Business Survey）」の既存の調査項目の一部を活用し、シェアリングエコノミ

ー事業者（当該調査とは別に「決定木」39により特定）について分析し、非シェアリングエ

コノミー事業者と比較を行っている。 

なお、Sharing Economy UK の協力もあり、個別のプラットフォームから情報を得ること

に困難は感じていないとしている。 

 

参考：取組内容 

2017 年世帯及び個人調査－インターネットアクセス調査（年次） 

（Internet access – households and individuals, Great Britain: 201740） 

調査対象：英国の世帯・個人。67 の郵便区域の各 30 名に対するサンプル調査41。 

追加調査項目 ：Eurostat の情報提供要請を受け、個人が提供する①移動、②宿泊を手配

する仲介事業者のウェブサイト又はアプリを利用したかという調査項目を

追加。 

①移動 

質問 過去 12 か月において、移動サービス（例：自動車移動）を他の私的個人から手

配するウェブサイト又はアプリを使いましたか？ 

(1) はい、移動の手配に特化した仲介ウェブサイト又はアプリ（Uber, Lyft, BlaBlaCar, 

Liftshare など）を使いました。 

(2) はい、その他のウェブサイト又はアプリ（Facebook, Twitter などを含む）を使い

ました。 

(3) いいえ、使っていません。 

②宿泊 

質問 過去 12 か月において、宿泊サービス（例：部屋、アパート、ホリデーコテージ

など）を他の私的個人から手配するウェブサイト又はアプリを使いましたか？ 

                                                        
38 今次海外調査において、既存の統計調査に質問の追加等を行い、シェアリングエコノミーの把握を行っ

ていることが確認されたのは ONS のみ。 
39 ONS が 2017 年 11 月進捗報告においてシェアリングエコノミー事業者を判断するために提示。既存の

定義を補完するものと位置づけている。ONS(2017), pp. 3-4. 
40 Internet access – households and individuals, Great Britain: 2017, 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/

bulletins/internetaccesshouseholdsandindividuals/2017 
41 Sample design, Internet access – households and individuals, Great Britain: 2017, 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/

methodologies/internetaccesshouseholdsandindividualsqmi 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/bulletins/internetaccesshouseholdsandindividuals/2017
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/bulletins/internetaccesshouseholdsandindividuals/2017
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/methodologies/internetaccesshouseholdsandindividualsqmi
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/methodologies/internetaccesshouseholdsandindividualsqmi
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(1) はい、宿泊の手配に特化した仲介ウェブサイト又はアプリ（Airbnb, HomeAway, 

Onefinestay, SpareRoome など）を使いました。 

(2) はい、その他のウェブサイト又はアプリ（Facebook, Twitter などを含む）を使い

ました。 

(3) いいえ、使っていません。 

 

電子商取引調査（E-Commerce Survey）42（年次） 

調査対象 

：英国の事業者で付加価値税及び/又は収入税（PAYE）システムに登録した 210 万事業者

中 11,000 事業者を抽出し調査対象としたサンプル調査。 

シェアリングエコノミーに関する分析の対象 

：シェアリングエコノミー事業者として 81 事業者を抽出（当該調査とは別に「決定木」 

により特定）し、非シェアリングエコノミー事業者である 152 事業者43とウェブサイト

やソーシャルメディアを有する割合等を比較。 

活用した調査項目（質問）44：既存の調査項目のうち、以下を活用。 

- この事業者は独自又は第三者によるウェブサイトを用いるか？ 

- この事業者のウェブサイトはオンラインの注文又は予約機能を持つか？ 

- この事業者のウェブサイトはモノ又はサービスの説明を有するか？ 

- この事業者のウェブサイトは注文の追跡（order tracking）を有するか？ 

- この事業者のウェブサイトは訪問者がモノ又はサービスをカスタマイズ又はデザ

インすることが可能か？ 

- この事業者のウェブサイトは一般又はリピートの訪問者のためにカスタマイズさ

れたコンテンツを有するか？ 

- この事業者のウェブサイトはこの事業者のソーシャルメディアのプロフィールへ

のリンク又は参照を有するか？ 

- この事業者は Facebook、Linkedin、Sing、Viadeo、Yammer 等のソーシャルネットワ

ークを使っているか？ 

- この事業者は Twitter、Present.ly 等のブログ又はマイクロブロクを使っているか？ 

- この事業者は例えば YouTube、Flickr、Picasa 等のマルチメディアコンテントシェ

アのためのサイトを使っているか？ 

                                                        
42 E-Commerce Survey 

https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforbusinesses/businesssurveys/ecommercesurvey 

Annual Business Survey  
43 非シェアリングエコノミー事業者の抽出に当たっては、シェアリングエコノミー事業者と同じ産業分類

で近い雇用者数の事業者を抽出したもの。ONS（2017）p. 19. 
44 ONS(2017) p.18 

https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforbusinesses/businesssurveys/ecommercesurvey
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- この事業者は wiki によるナレッジシェアのツールを使っているか？ 

- 2016 年の総収入のうち、どの程度のパーセンテージがウェブサイト又はアプリか

ら受けた注文によるものであったか？ 

 

事業活動調査（Annual Business Survey）（年次）45 

調査対象  

：英国の取引事業者で付加価値税及び/又は収入税（PAYE）システムに登録した 240 万事

業者中 62,000 事業者を抽出し調査対象としたサンプル調査。 

シェアリングエコノミーに関する分析の対象 

：シェアリングエコノミー事業者として 45 事業者を抽出し、非シェアリングエコノミー

事業者である 6,451 事業者46と総売上、広告・マーケティングサービス費用、総人件費、

総購入費の中央値等を比較。 

活用した調査項目47：既存の調査項目のうち、以下を活用。 

- 総売上 

- 広告・マーケティングサービス費用 

- 電気通信サービス費用 

- 年金基金への貢献額 

- 給料・賃金総額 

- さらなる加工を伴わない再販目的のサービスの購入 

- 総人件費 

- エネルギー、物品、資材及びサービスの総購入費 

- 期初仕掛品 

- 期末仕掛品 

- 自社開発ソフトウェア 

 

③ その他（今後の活動予定）48 

ONS は 2017 年の報告書発表以降は周知活動、関係省庁や国際的な協議等に注力してい

る。また、英国内の関係省庁による横断的作業部会を形成し、各省庁の統計上のニーズの把

握に努めつつ、定義の相違等について協議を主導している。また、政府部内において統計上

のベストプラクティスを共有している。英国においては、労働者保護に対する強い関心等も、

                                                        
45 https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforbusinesses/businesssurveys/annualbusinesssurvey 
46 非シェアリングエコノミー事業者の抽出に当たっては、シェアリングエコノミー事業者と近い産業分類

（SIC62011 から SIC82990 及び SIC96010 から SIC9690）、近い雇用者数の事業者を抽出したもの。
ONS(2017) p. 19. 
47 ONS(2017) p.18 
48 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 

https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforbusinesses/businesssurveys/annualbusinesssurvey
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シェアリングエコノミーの統計的把握に係る検討において一定の影響を与えている。 

将来的にはこれまでの手法に新たなデータの使用、付加価値税データの活用、より多くの

プラットフォームの特定（現在は金融も含め 86 のプラットフォームを補捉）、機械学習も用

いて新興のスタートアップ等の補捉等を予定している。ただし、報告書等の発表は当面は予

定していない。 

国際的な調整に意欲的に取り組んでいく必要性は認識しており、OECD、Eurostat 及び国

連、主要他国統計当局等とも密に連絡をとっている。 

 

(3) PricewaterhouseCoopers UK (PwCUK) 

会計・コンサルティングファームである PwCUK は、2014 年 8 月、英国のシェアリング

エコノミーの市場規模推計49を公表した。その後、欧州委員会の委託を受け、2016 年 4 月に

は欧州におけるシェアリングエコノミーの市場規模を試算する報告書50を公表した。 

2014 年に公表した試算では、シェアリングエコノミーの 5 分野（P to P のファイナンス、

オンラインのスタッフ派遣、宿泊の P to P、カーシェア、及び音楽・ビデオのストリーミン

グ）における総収入が 2014 年時点で 150 億ポンド（約 2 兆 6,130 億円）程度であるところ、

2025 年には 3,350 億ポンドまで成長するとの試算を示した。この試算は、各国政府の報告書

やメディアによる報道を含み、幅広く引用されている。 

2016 年に欧州委員会の委託を受けて公表した報告書においては、欧州における宿泊の P 

to P、交通の P to P、家事サービスのオンデマント、専門サービスのオンデマンド及び金融

のシェアの 5 分野を試算した。各分野を小分野に細分化したうえで、関連サービスを提供す

るプラットフォーム企業の収入及びこれらのプラットフォームを通じた取引価格の総額を

特定のうえ、2015 年に 40 億ユーロ（約 5,372 億円）の収入、280 億ユーロ（約 3 兆 7,602 億

円）の取引がなされたとした。また、少なくとも 275 のプラットフォーマーの存在を特定51

した。 

 

① 定義・分類 

2016 年の報告書において、「（コラボレーティブエエコノミー組織とは）オンラインプラ

ットフォームを用い、個人や企業の分散したグループを接続し、従前は可能でなかった規模

で、資産、リソース、時間及びスキルへのアクセスを共有させる」と定義している。シェア

リングエコノミーを他の経済活動と区別する特性は、①デジタルプラットフォームの使用、

②所有権に拘らない資産へのアクセス、及び③協調的及び信頼（提供者と利用者の）への依

                                                        
49 Five key sharing economy sectors could generate £9 billion of UK revenues by 2025, 15 August 2014, 

https://pwc.blogs.com/press_room/2014/08/five-key-sharing-economy-sectors-could-generate-9-billion-of-uk-

revenues-by-2025.html 
50 Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe, April 2016, 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2acb7619-b544-11e7-837e-01aa75ed71a1 
51 同報告書でのプラットフォーマーの特定は、調査時点で可能な限り多くのプラットフォームを特定すべ

く、様々なソースにあたり網羅性の確保を目指した。ただし、スタートアップや、合併、撤退等の動きが

速い分野であることから、必ずしも全てを捉えられたわけではなく、また、その後も様相は変化している

と調査実施者は考えている。2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 

https://pwc.blogs.com/press_room/2014/08/five-key-sharing-economy-sectors-could-generate-9-billion-of-uk-revenues-by-2025.html
https://pwc.blogs.com/press_room/2014/08/five-key-sharing-economy-sectors-could-generate-9-billion-of-uk-revenues-by-2025.html
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2acb7619-b544-11e7-837e-01aa75ed71a1
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拠の 3 点であるとしている。②に照らし、モノの売買はシェアリングエコノミーには包含さ

れないとの前提である。例えば、ebay による販売等で所有権が移転するものは除外してい

る。ただし、モノを短期間だけ所有して売買する行為はシェアリングエコノミーと言っても

よいかもしれないと考えている52。 

またデジタル技術により台頭した昨今の概念として、シェアリングエコノミーの他「ギグ

エコノミー」「クラウドエコノミー」「P to P エコノミー」「循環型経済（Circular Economy）」

「共同経済（Collaborative economy）」「オンデマンドエコノミー」といった概念が重複して

存在していると考えている53。 

2016 年報告書では、①P to P の宿泊、②P to P の交通、③オンデマンドの家事サービス、

④オンデマンドのプロフェッショナルサービス及び⑤共同金融の 5 分野を取り上げた。 

 

② 統計調査・推計 

2014 年には英国、2016 年には EU 全域について、上記 5 分野のシェアリングエコノミー

市場規模をプラットフォームの収入等より推計した。今後の課題として、労働、GVA 及び

税収などへの経済的インパクト、グロスにとどまらずネットのインパクト、社会的インパク

トや環境へのインパクトも含む包括的な把握が課題であると考えている54。 

 

③ 2016 年報告書以降の展開55 

2016 年報告書はシェアリングエコノミーを網羅的に捕捉しているというよりは、主要 5

項目に絞って推計したものであったが、その後の出現や急速な成長がみられる分野として、

①ファッション、小売人材、コンサルタント、ヘルスケア等の新分野、②シェアリングエコ

ノミーのバリューチェーンを支える、保険、支払い、両替、信用調査、評価等、③B to B の

遊休資産（医療機器、建設機械等）の活用を促すサービスが挙げられる。 

ヘルスケアについては、国家による保険制度があるなか、その枠外で個別に医師からのサ

ービス提供を受けることができる。既存の保険制度を脅かすインパクトがあり、注目に値す

る。 

 

④ 英国における関心事項、検討課題等56 

英国においては、提供者としての個人の経済活動に関心が高まっている。労働時間や最低

賃金、課税等の政策立案の検討に際して、定量的な把握が必要である。提供側の個人の権利

保護に関わるギグエコノミーに注目が集まっている。 

納税面について、PwC は欧州委員会に対してギグエコノミー、シェアリングエコノミー

                                                        
52 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
53 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
54 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
55 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
56 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
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の影響は、現金での支払いが、カード決済等に代替され、透明性が高まることになることな

どから、プラス面が多いと報告した57。また、雇用と税制の関連で、自営業、雇用主は被雇

用者に比して納税率が低いため、ギグエコノミーの進展を踏まえた税制の改革が必要であ

ると考えている。シェアリングエコノミーや配送会社に対する雇用関係訴訟も多数起きて

おり、ギグエコノミーにおける雇用者の権利に関する問題が注目を集めている58。 

今後は、市場規模という金額面だけでなく、利用者の利便性向上や環境負荷の低減、コミ

ュニティ・地域社会への影響など、より多様な影響、また、既存産業の縮小も含めたネット

でのインパクトを検討することが課題であると考える59。 

また、規制・法の影響について注目している。PwC が欧州委員会の委託を受けて行った

調査（2016 年 4 月）においては、国による法規制の違いは大きく、それがシェアリングエ

コノミーに対する政策の違い（促進か規制強化か）に表れており、また、都市や州によって

も差異がある。 

 

 

(4) NatCen 

独立系社会調査研究機関は、2017 年 4 月、英国歳入税関庁（HMRC）の委託を受け、シ

ェアリングエコノミー提供者の収入及び総数、並びに税行動の把握を主眼とした報告書60及

び技術的附属書61を公表した。 

 

① 定義・分類 

報告書において、広く共通に合意されたシェアリングエコノミーの定義は存在しないこ

と、そのためシェアリングエコノミーの取引額等の試算値が一定ではないことを指摘して

いる。そのうえで、シェアリングエコノミーの定義を「人々や事業者に対し、財産、資源、

時間または技術の、共有、販売または貸借を可能とする、デジタルプラットフォーム及びア

プリケーションを通じたインターネットによる経済活動。シェアリングエコノミーの重要

な機能は、共通のプラットフォームを通じて供給者と顧客をマッチングさせることである」

                                                        
57 PwC, European Commission Proposals for Directives regarding fair taxation of the digital economy (“Digital Tax 

Package”), 16 May 2018, https://www.pwc.com/gx/en/about/assets/reponse-ec-proposals-digital-tax-package.pdf 
58 雇用に関する「テイラー報告書」（ビジネス省の独立報告書として 2018 年にアップデート版を公表）

が、今日的な雇用形態についての現状と課題を提示。Independent report Good work: the Taylor review of 

modern working practices, Published 11 July 2017, Last updated 4 May 2018 

(https://www.gov.uk/government/publications/good-work-the-taylor-review-of-modern-working-practices) 
59 2017 年 10 月に欧州委員会税制総局が公表した「シェアリングエコノミーと税制」に関する文献調査報

告書に PwC のチームも参加。European Commission, Literature review on taxation, entrepreneurship 

and collaborative economy, 2017.10 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf) 
60 NatCen (authors: Nilufer Rahim, Katriina Lepanjuuri, Francesca Day, Hannah Piggott, Ruth Hudson and Klaudia 

Lubian), Research on the Sharing Economy, HMRC report 453, 5 May 2017, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658728/HMRC_Re

port_453_Sharing_Economy.pdf 
61 NatCen (authors: Katriina Lepanjuuri and Nilufer Rahim), Sharing Economy Research Technical appendices, 

HMRC report 454, 20 April 2017, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658731/HMRC_Re

port_454_Sharing_Economy_Technical_Appendices.pdf 

https://www.pwc.com/gx/en/about/assets/reponse-ec-proposals-digital-tax-package.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/good-work-the-taylor-review-of-modern-working-practices
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658728/HMRC_Report_453_Sharing_Economy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658728/HMRC_Report_453_Sharing_Economy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658731/HMRC_Report_454_Sharing_Economy_Technical_Appendices.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658731/HMRC_Report_454_Sharing_Economy_Technical_Appendices.pdf
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とした。 

HMRC による委託の目的が、シェアリングエコノミーの提供者である個人への課税に関

する検討であることから、定義の要素を、①デジタルプラットフォーム又はアプリケーショ

ンを介する、②利益がある（無償ではない）、③CtoC が中心であるとしており、HMRC の意

向も踏まえ、モノの売買も含めている。ただし、中古品の売買は課税対象とならないことか

ら除外し、手作り品と再販売目的で購入したモノの売買を対象としている。なお、スキルの

シェアは、家庭教師のようなデジタルプラットフォームを介していなくても成立したであ

ろうものは含めていない62。 

 

② 調査手法等 

調査は、HMRC に対する報告として、シェアリングエコノミーの規模や提供者の特性の

把握及び提供者のシェアリングエコノミーによる収入に係る納税に対する知識や態度の把

握を目的として実施されたものである。実査は次の 3 件から成る。 

1) 2,383 名（NatCen が持つランダムなパネル）に対するウェブ及び電話のランダム調査に

おいてシェアリングエコノミーの規模を試算 

2)11,354 名（YouGov という他機関に運営される選択的なパネル）に対するオンライン調査

によってシェアリングエコノミー参加者を詳細に把握 

3) 2,509 名（YouGov によるより絞り込んだパネル）の提供者にシェアリングエコノミーの

納税の様態と経験を質問。このうち 30 名には詳細なインタビュー調査を実施。 

調査に基づく推計の結果は以下のとおりであった。 

- 労働人口の約 11％（530 万人の個人）がシェアリングエクノミー活動に提供者として参

加。若年・都市在住者、年収 40,000 ポンド以下の層に多い。 

- 英国におけるシェアリングエコノミーの総収入額は年間 80 億ポンド。 

- 77%の提供者にとってシェアリングエコノミーは主要な収入源とはなっていない。 

- 46%の提供者は税務当局への報告が不要な額しか収入を得ていないと認識しているが、

税制への誤認がある場合もある。 

 

NatCen はシェアリングエコノミーに関する今後の調査は具体化していないが、関連する

ギグエコノミーについての調査はビジネス・イノベーション・技能省の委託で実施に着手し

ているところである。ギグエコノミーについては、シェアリングエコノミー従事者の労働者

としての権利保護の観点から、英国政府が強い関心を持っているところである63。  

 

(5) Sharing Economy UK (SEUK) 

2015 年 6 月設立に設立されたシェアリングエコノミーのコミュニティを代表する業界団

                                                        
62 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
63 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
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体である SEUK64は、現在、35 社の会員65を擁する。入会のための厳格な要件、すなわち SEUK

としてのシェアリングエコノミーの定義は定めていない。スキルやモノ66のシェアリングに

類する活動をしていれば入会可能である。また、準会員（協賛企業）として、コンサルティ

ングファーム（PwC 等）、弁護士事務所、決済サービス企業も参加している。 

SEUK は、ビジネス・イノベーション・技能大臣に対して、有識者がとりまとめた報告

書67を提出し、そのなかで、①シェアリングエコノミープラットフォームにより生産性が

向上しているが、それが GDP に反映されない理由、②適切な政策立案に向けて統計の議

論が不可欠であること及び③エビデンスを収集することの重要性、を述べている。また、

統計に関し、次の点を提言している。 

- 既存調査（Labour Force Survey 等）への質問の追加 

- Time Use Survey のアップデート 

- ビッグデータの活用 

- 家計調査へのシェアリングアクティビティに関する質問の追加や HMRC 税務データな

ど他の行政データの活用 

- 特別な調査の実施（米国労働当局が実施する Contingent Worker Survey をモデルに） 

- サービスに支払われた対価の把握 

- 雇用・セクター分類の見直し、プラットフォームビジネスのセクター毎の定義やデータ

の収集   

 

① 定義・分類 

上述のとおり、団体として明確な定義を打ち出しているわけではなく、会員勧誘の観点か

らはシェアリングエコノミーを広く捉えているが、2016 年の報告書では、シェアリングエ

コノミーを「人々を接合し、需要と供給をマッチングするプラットフォームによって成り立

つ」と定義し、12 分類（場所、モノ、食物、ユーティリティ、健康、学習、地方自治、労

働・プロフェッショナルサービス、ロジスティクス、法人、お金）を示している。 

 

② 調査に関する事業者の協力等 

SEUK は、統計調査に対する事業者による協力について、課税目的ではなく振興目的（こ

れによって投資が増加する等）であることを説明すれば調査への協力が得られやすいとの

見解を示している。GDP 以外に貢献しているという統計結果が表れ、それが政策に反映さ

                                                        
64 Sharing Economy HK ウェブサイト（http://www.sharingeconomyuk.com/） 
65 設立当時の 20 社から増加。ただし、最近は新規入会、退会ともあり横ばい傾向。カバー率は 50％より

低いとの感触を持っている。小規模なスタートアップは会員になっていない。2018 年 12 月実施インタビ

ューより。 
66 クラウドファンディングについては FSA が厳格な規制を設けており、Peer to Peer Finance Association と

いう別の業界団体がある。 
67 Diane Coyle, The Sharing Economy in the UK, 18 January 2016, 

http://www.sharingeconomyuk.com/perch/resources/210116thesharingeconomyintheuktpdc.docx1111.docx-2.pdf 

http://www.sharingeconomyuk.com/perch/resources/210116thesharingeconomyintheuktpdc.docx1111.docx-2.pdf


31 

 

れれば業界のためにもなることが背景にある68。 

 

 

２-３ フランス 

 

(1) シェアリングエコノミーの統計に係る概況 

フランスの公的機関でシェアリングエコノミー全体についての統計を掌握しているとこ

ろはないが、フランスにおける政府統計当局である国立統計経済研究所（L'Institut National 

de la Statistique et des Études Économiques; INSEE）において内部的な検討に着手されている。

また、環境・連帯移行省（Ministère de la Transition écologique et solidaire.）のデータ・統計研

究室が、シェアリングエコノミーと関連がある循環経済について統計を発表している69。 

 

(2) フランス国立統計経済研究所（L'Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques; INSEE） 

 INSEE は経済・財務省傘下の独立機関であるフランス政府の統計当局である。シェアリ

ングエコノミー全体の統計的な把握は行っていないが、国民会計や GDP への貢献の観点か

ら、内部でシェアリングエコノミーに関して検討に着手している。また、欧州委員会や OECD

等における検討に参加している。 

 

① 定義・分類70 

 シェアリングエコノミーの定義は確定していない。社会事業全般監査局（ Inspection 

générale interministérielle du secteur social; IGAS）が最近公表した報告書においてシェアリン

グエコノミー経済の特徴を、①所有から利用の経済へ、②消費から共同生産の経済へ、③需

要と供給の経済からオンデマンドの経済へ、④企業を介した経済からフラットで企業を介

さない経済へ、という４点を説明している。 

 シェアリングエコノミーを統計的に把握することの意義は大きいと考えられている。

GDP の精度向上のほか、シェアリングエコノミーにおけるサービス提供者としての個人へ

の社会保障や地域経済における公共インフラの整備、さらに環境面でのメリットや消費者

の便益への関心が高い。なお、IGAS の概念に照らせば、モノの共有は排除されるわけでは

なく、中古品の販売も包含するものと理解している。 

 

② 調査・推計等71 

IGAS はフランスにおいて 250〜300 のプラットフォームを把握したが、これは欧州委員

                                                        
68 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
69 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
70 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
71 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
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会の調査とは異なる対象範囲である。なお、独自の推計は行っておらず、IGAS は PwC によ

る推計を引用している。 

なお、INSEE が 2018 年に実施した宿泊分野の調査では、2015 年と 2016 年の比較でホテ

ルの収入は 0.1％減であるのに対し、民泊を含めると 2.6％増であるとの結果がある。5 年に

1 度の家計調査でシェアリングエコノミーの支出を聞くこととしている。 

 

③ 統計的把握の課題72 

 シェアリングエコノミーは、既存の経済活動把握の方法と異なる側面が多数あり、例えば、

宿泊における帰属家賃の扱い、中古の宝飾品のネット販売における仲介料以外の利益把握

の困難、レンタル会社と個人からのレンタルの統計上の差異等が課題となる。また、プラッ

トフォームの拠点が国内に存在しない場合も多数ある。OECD が進めるサテライト勘定の

整備の作業に INSEE も参加しているが、そこでの課題として、無料サービスの把握、プロ

フェッショナルと非プロフェッショナルの区別、プラットフォーム仲介料の把握等の困難

さが挙げられている。プラットフォームが仲介事業者ではなく広告事業者とされる場合も

ある。 

シェアリングエコノミーの機能である、遊休資産の活用や、消費者利益等の統計的把握は

政策立案において重要であるが、これまでの売買取引からシェアリングエコノミーに移行

することで、取引対象の正確な把握が困難になっていると考える。さらに、非合法な活動と

して、プロが非プロを装う脱税、音楽等の著作権侵害等も発生している。 

 

④ その他（フランスにおけるシェアリングエコノミーの活況等）73 

フランスにおいては、個人が使う車の半数はリースである。また、携帯電話端末も買い取

りではなく長期レンタルが一般的になっている。 

Airbnb は 2019 年から宿泊料が自動的に税務当局に申告される枠組を導入することとなっ

ており、不正の歯止めとして期待が持たれている。 

 

（参考）環境連帯移行省 社会・連携経済高等弁務官オフィス（ Auprès du Haut-Commissaire 

à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale, Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire） 

環境・連帯移行省（Ministère de la Transition écologique et solidaire.）のデータ・統計研究室

がシェアリングエコノミーと関連の深い、循環経済について統計を発表している。具体的に

は、2014 年に法令化された「社会的連帯経済」（Economie sociale et solidaire; ESS）の推進と

いう目標に即し、ESS の統計的な把握を実施しているものである。ESS はシェアリングエコ

ノミーと一部重複するが、インターネットプラットフォームを介さない活動も含まれ、また、

株式会社による営利活動は除外している。 

                                                        
72 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
73 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
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売上高に基づく産業分類とは別に、法人格に基づく ESS の５分類（①mutual、②association、

③cooperative、④foundation、⑤Societe commercial）がある。ESS 法人は 23 万社あるが、う

ち 80％は association である。 

なお、ESS の統計的把握に関しては INSEE とも連携している。 

 

 

２-４ 欧州連合 

 

(1) シェアリングエコノミーの統計に係る概況 

欧州連合においては、欧州委員会関係総局及び欧州議会においてシェアリングエコノミ

ーの把握に関する検討がなされている。具体的には、行政執行機関である欧州委員会におい

ては、統計局（Eurostat）、産業を所管する欧州委員会域内市場・産業・起業・小規模企業総

局（Directorates-General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; DG GROW))、コ

ミュニケーション総局（Directorates-General Communication; DG COMM）、税制を所管する税

制・関税同盟総局 Directorates-General Taxation and Customs Union (TAXUD) がそれぞれの立

場から検討を行う。また、欧州議会事務局及び欧州議会研究所は欧州議会の要請に応じて報

告書をとりまとめている。 

 

(2) 欧州委員会域内市場・産業・起業・小規模企業総局（European Commission/ DG Internal 

Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; DG GROW) 

 欧州委員会は 2016 年 6 月にシェアリングエコノミー（欧州においては collaborative 

economy）に係る取組みを示すガイダンス文書74を発出した。同時に公表した事務局作業文

書75において、統計上の課題について指摘した。具体的には、シェアリングエコノミーの将

来の発展に向けた課題のひとつとして「公的な統計の課題（Challenges for official statistics）」

について言及し、現在は、公的な統計が欠如しており、データは個別の調査に依存している

こと、プラットフォームと公的統計機関との効果的で系統だった協力関係が未構築である

ほか、中小企業や消費者に対して統計を目的とする負担を好まないことなどを述べている。 

その後、2016 年には PwCUK に市場規模の試算を委託した（英国 PwCUK の節参照）。ま

た、同じ 2016 年には、DG GROW とコミュニケーション総局（Directorates-General 

Communication; DG COMM）と協調して「コラボレーティブプラットフォームの利用」に係

                                                        
74 European Commission, Communication from the Commission the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions,  

A European agenda for the collaborative economy, Brussels, 2.6.2016, COM(2016) 356 final 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2002_en.htm 
75 Commission Staff Working Document, Accompanying the document, Communication from the Commission the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 

A European agenda for the collaborative economy - supporting analysis, Brussels, 2.6.2016, SWD(2016) 184 final, 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/3/translations 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2002_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/3/translations
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る調査を外部専門家に委託のうえ報告書76を公表した。プラットフォームの認知や利用状況

等に関するユーザーに対する調査結果をとりまとめている。 

さらに 2018 年 2 月には外部専門家に対する委託により EU28 か国におけるセクターレベ

ルでのシェアリングエコノミーの統計的把握を試み、「最終報告書：28 域内国におけるセク

ターレベルでのシェアリグエコノミー進展の観察研究77」として公表している。同委託調査

においては、移動、宿泊、金融及びオンラインスキルの 4 分野に関して、EU28 各国におい

て指標の特定、データ収集及び分析を実施した。データの収集は各国プラットフォーム企業

に対する調査、文献調査（ウェブスクレイピングを含む）、及び関係者へのインタビューに

より実施した。指標には、直接指標として収入、雇用、労働生産性、間接指標としてプラッ

トフォームの数、同顧客数等が含まれる。 

 

図表 ２-2  欧州委員会調査（2018）におけるシェアリングエコノミー活動に係る指標 

 

（出所）Final report: Study to Monitor the Development of the Collaborative Economy at sector level in the 28 EU 

Member States, 23 February 2018, p.18 

 

① 定義・分類 

 定義については、2016 年の欧州委員会文書78において、「プラットフォーマーを介し一時

的にモノやサービスにアクセスするビジネスモデルであり、しばしば私的な個人が提供す

る。資産、リソース、時間及び／又はスキルの提供であり、機会があれば提供する peer 又

は職業的に提供する professional、利用者、仲介者の 3 アクターが関わる。通常、所有権の移

                                                        
76 TNS Political & Social, Flash Eurobarometer 438, Report: the use of collaborative platform, Survey requested by 

the European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs and co-

ordinated by the Directorate-General for Communication,  

http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2112_438_ENG 
77 European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG 

GROW), written by technopolis, VVA Consulting and Trinomics, Final report: Study to Monitor the Development of 

the Collaborative Economy at sector level in the 28 EU Member State, https://publications.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/0cc9aab6-7501-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-en 
78 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions; A European agenda for the collaborative economy, 2.6.2016, 

COM(2016) 356 final, p.3 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-356-EN-F1-1.PDF 

http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2112_438_ENG
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0cc9aab6-7501-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0cc9aab6-7501-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-356-EN-F1-1.PDF
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転を伴わない。営利・非営利を含む」としている。ただし、統計上の厳密な定義や分類は未

確立であり、定義や対象範囲はその政策目的によって異なるとしている。すなわち、DG 

GROW は規制環境の評価、ビジネス環境の改善等の政策的な観点から、既存の法的摩擦の

把握に関心を有するため、法的摩擦が生じない部分は射程には含めないとの立場である79。 

DG GROW によれば、また、スキルのシェアにはローカル限定のもの（庭の手入れ等）と

グローバルに提供可能なもの（デザイン等）の 2 種類があり、競争環境の観点からは両者は

区別する必要がある80。 

Eurostat は各国統計当局と調整しつつ定義・分類を検討中であるが、統計的把握について

も統一的な方向性の提示には未だ至っていない。 

 

② 調査・推計 

 2018 年 2 月調査では、プラットフォーム 700 社のうち 11％が回答した。Similar Web によ

るヒット数を参考に、プラットフォームの業界別売上を把握し、プラットフォームの手数料

を平均値 15％と想定して推計したものであり、結果、EU 全域で、シェアリングエコノミー

の規模は GDP 比 0.2％であると推計している。 

 

③ 今後の作業予定等81 

DG GROW は宿泊分野のシェアリングについて調査に着手しているが、プラットフォー

ムは重要なデータはセンシティブとしていることから可能な調査が予断できないとする。

また、現在、宿泊のシェアが政策的に問題となることから最初に取り上げるが、その後、他

分野についても調査の実施を予定である。ただし、スキルのシェアは欧州ではあまり大きく

ない。 

Eurostat もプラットフォームに対する調査の実施を検討中である。信頼性の高いデータは

直接プラットフォームから得ることが有用であるが、EU レベルでの包括的な調査を実現す

るためには今後も作業や課題が多い。今後、Eurostat が取得すべきデータを特定し、加盟国

に伝える見通しを持っている。これまで加盟国の統計当局が自国プラットフォーマーの情

報を Eurostat に報告していたが、今後 Eurostat が直接プラットフォーマーに対して調査を実

施する予定である。複数国で展開するプラットフォームにとって負担減を期待するもので

ある。 

 なお、欧州域外のプラットフォームにより労働市場への圧力、税制上、競争上の課題など

政治的な問題も発生している。欧州に拠点を有しない海外プラットフォームの補捉は困難

であり、また、拠点があるプラットフォームも財務の詳細なデータの提出は困難としている。

欧州委員会においては、こうした域外プラットフォームの問題に税制・関税同盟総局も関心

を有している。 

 

                                                        
79 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
80 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
81 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
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(3) 欧州議会事務局連合域内政策部及び欧州議会研究所（European Parliament Directorate-

General for Internal Policies of the Union/ European Parliament Think Tank） 

欧州議会事務局及び欧州議会研究所は、外部有識者等とも連携しつつ、シェアリングエコ

ノミーに関連する調査報告書を累次公表している。切り口はそれぞれ異なり、2016 年 12 月

「シェアリングエコノミーの経済レビュー82」は、欧州議会国内市場消費者保護委員会

（Committee on Internal Market and Consumer Protection）の要請をうけて欧州議会事務局の域

内政策部が作成した報告書である。シェアリングエコノミーを PtoP と BtoC、営利と非営利

に分類のうえ課題を抽出し、提言している。2018 年 2 月「シェアリングエコノミーと税制：

シェアリングエコノミーにより創造された価値への課税83」は、課税に関する検討に資する

べく、シェアリングエコノミーを BtoC と P to P に大別のうえ類型化している。 

 

① 定義・分類84 

欧州議会として、シェアリングエコノミーに関する定義としては、2016 年の欧州委員会文

書における定義を認めている。ただし、各国関係者が共通に受け入れている定義はない。呼

称すら定まっておらず、シェアリングエコノミー、コラボラティブエコノミー、オンライン

プラットフォームエコノミー、デジタルプラットフォームエコノミー等、関連する多様な用

語が用いられ、コンセンサスに至るのは遠いとの見解を有している。また、特定のプラット

フォームを対象とするか否かという細かいレベルでも意見の不一致もある。 

 

② 調査・推計85 

2018 年には欧州委員会 DG GROW 報告書（前出）及びプラットフォーム労働に関する報

告書86が公表されており、プラットフォーム側及びサービス提供者側からの調査・推計が進

展しつつあるものの、いずれも精緻化が課題である。 

NACE 等の既存の分類に適合せず、非職業的な提供も多いこと、プラットフォームが提供

するデータは十分に細分化されていないことから計測が困難であると考えている。 

 

 

                                                        
82 Directorate-General for Internal Policies, An Economic Review on the Collaborative Economy – in-depth analysis 

for the IMCO Committee, December 2016, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595358/IPOL_IDA(2016)595358_EN.pdf 
83 European Parliament Think Tank, The Collaborative Economy and Taxation: Taxiing the Value Created in the 

Collaborative Economy, February 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614718/EPRS_IDA(2018)614718_EN.pdf 
84 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
85 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
86 Perole et.al., Platform Workers in Europe Evidence from the COLLEEM Survey, European Union, 2018 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/platform-workers-europe-

evidence-colleem-survey 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595358/IPOL_IDA(2016)595358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614718/EPRS_IDA(2018)614718_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/platform-workers-europe-evidence-colleem-survey
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/platform-workers-europe-evidence-colleem-survey


37 

 

③ 欧州議会の今後の取組87 

 統計に関しては、情報源として、公的な情報に加え、プラットフォームのデータへのアク

セスが有用であると考えている。 

 関連する諸問題として、税制、雇用・労働者の社会的保護、消費者保護、個人情報保護、

価格差別等があり、各国当局とさらなる連携の強化が必要である。また、社会的対話を通じ、

提供者の組織化を促進し、集団的な交渉力の向上に寄与するという政策目標がある。なお、

既存の産業への影響も含め、プラスとマイナス両面の把握が必要である。 

 

（参考）Eurostat の取組と困難88 

統計的把握の方法として、財・サービスの生産者から直接情報を得ることが伝統的な方法

だが、小規模なプレーヤーや事業登録していないプレーヤーも多いために困難がある。そこ

で、仲介事業者にアプローチする方法もあるが、欧州に拠点を持たない事業者は調査への協

力義務はないため善意の協力が必要となる。 

DG GROW と連携し、事業者にアプローチするなど、プラットフォームへの直接調査の方

法を模索しているところである。 

主要国の統計当局がプラットフォームと協議するも、プラットフォームが提出しうるデ

ータが合算されたものであったために統計目的での活用が困難と聞いている。 

ウェブスクレイピングを検討したが、データベースもスクレイパー事業者も変わってい

くため、毎年の統計の比較ができず、定量的把握には持続可能性に疑問はあるが、その瞬間

のスナップショットとして有用であろう。既存の調査の質の向上には寄与する可能性はあ

る。 

行政データの活用は、規制業種、登録義務等のある分野を中心に可能性がある。 

個人による供給・供給についての調査は、家庭で使用される IT 技術の調査のなかでプラ

ットフォームサービスの利用（収入及び支出）について聞くことは可能。 

統計調査の変更や追加は時間がかかる。オンラインサービスでの質問追加を年内に決め

たとして、2020 年の調査から実施、結果が出るのは 2021 年といったタイムラインを想定し

ている。 

 

 

  

                                                        
87 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
88 2018 年 12 月実施のインタビュー調査より。 
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２-５ 米国 

 

(1) シェアリングエコノミーの統計に係る概況 

米国商務省をはじめ政府として、シェアリングエコノミーの統計調査・推計結果は示さ

れていない。 

しかし、米国商務省経済統計局チーフエコノミスト・オフィス（U.S. Department of 

Commerce Economics and Statistics Administration Office of the Chief Economist,）は、2016 年

にシェアリングエコノミーの主要な構成要素である「デジタルマッチング企業」（Digital 

Matching Firms; DMF）を定義した上で、調査を実施している89。 

具体的には、デジタルマッチング企業の公的に利用可能なデータに基づく事業規模と範

囲（スコープ）に関する評価、消費者とサービスプロバイダーに対する潜在的な影響に関

する調査を実施しており、2016 年時点で、デジタルマッチング企業は急成長をしている

が、米国経済全体に占める割合は限られていると分析している。 

 

(2) 米国商務省経済統計局チーフエコノミスト・オフィス 

① 定義・分類 

米国商務省経済統計局は、デジタルマッチング企業（DMF）を「インターネットとスマ

ートフォン対応のアプリを用いてサービスプロバイダーと消費者をマッチングし、P to P の評

価サービス等による信頼と品質保証をすることで、柔軟性のあるサービスを提供する企業」と

定義している。なお、DMF として以下の 4 つの特徴を示している。 

 

＜参考：デジタルマッチング企業の特徴＞ 

○P to P 取引を容易にするために、インターネット対応のデバイス上のモバイル「アプ

リ」等の Web ベースのプラットフォームを介し、IT（IT システム）を利用する。 

○品質管理のためにプラットフォームの利用者による評価システムを用いて、消費者と

サービスプロバイダーの信頼レベルを保証する。 

○労働時間を決定する際、デジタルマッチングプラットフォームを介してサービスを提

供する労働者の柔軟性を確保する。 

○サービス提供のためのツールと資産を必要な範囲で、デジタルマッチング企業が使う

労働者に頼る。 

 

                                                        
89 U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration Office of the Chief Economist, Digital 

Matching Firms: A New Definition in the “Sharing Economy” Space, June 3, 2016 

https://www.commerce.gov/sites/default/files/migrated/reports/digital-matching-firms-new-definition-sharing-

economy-space.pdf 

https://www.commerce.gov/sites/default/files/migrated/reports/digital-matching-firms-new-definition-sharing-economy-space.pdf
https://www.commerce.gov/sites/default/files/migrated/reports/digital-matching-firms-new-definition-sharing-economy-space.pdf
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 また、米国 FTC（Federal Trade Commission）も、シェアリングエコノミーの特徴や信用

のメカニズム等について分析をしている90。その中で、シェアリングエコノミーは、「経済

活動の組織化に向けた、新たな市場と階層のハイブリッド構造」であり、誰もが容易に商

品やサービスの提供者となって、需要と供給のマッチングや新たな市場の創出を可能とす

るものとしている。また、P to P プラットフォームは、必要な人をつなぎ、分散型で参加

者をグループ化する役割がある。それによって効率的かつ効果的な取引が可能となり、多

様な製品サービス分野で破壊的なイノベーションをもたらすとしている。 

 

② 調査・推計等 

 米国商務省をはじめ政府として、シェアリングエコノミーの正式な分類・類型や調査・

推計結果は示されていない。91一方、PricewaterhouseCoopers（PwC）、MBO Partners、

JPMorgan Chase & Co. Institute 等の民間機関や研究者によるサーベイ結果が例示されてお

り、部分的にではあるが、シェアリングエコノミーの分類・類型、市場規模等が把握され

つつある92。例えば、PwC は、シェアリングエコノミーを、①P to P 型貸出及びクラウドフ

ァンディング、②オンラインスタッフィング、③P to P 型宿泊、④カーシェアリング、⑤

音楽及び映像ストリーミングの 5 分野に着目し、市場規模を推計している93。 

＜参考：PWC「シェアリングエコノミー主要 5 分野」＞ 

①P to P 型貸出及びクラウドファンディング 

②オンラインスタッフィング 

③P to P 型宿泊 

④カーシェアリング 

⑤音楽及び映像ストリーミング 

 

 

                                                        
90 The “Sharing” Economy Issues Facing Platforms, Participants & Regulators; AN FTC STAFF REPORT, 

November 2016, 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-

regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf 
91 The “Sharing” Economy Issues Facing Platforms, Participants & Regulators; AN FTC STAFF REPORT, 

November 2016, 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-

regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf 
92 

・PricewaterhouseCooper. “The Sharing Economy.” Consumer Intelligence Series. April 2015. 

・MBO Partners. “MBO Partners State of Independence in America 2015.” 

・JPMorgan Chase & Co. Institute. “Paychecks, Paydays, and the Online Platform Economy: Big Data on Income 

Volatility.” February 2016. 

・Olson, Michael J., Samuel J. Kemp. “Sharing Economy: An In-Depth Look At Its Evolution and Trajectory Across 

Industries.” PiperJaffray Investment Research. March 2015. 
93 PwC 「シェアリングエコノミー」コンシューマーインテリジェンスシリーズ、平成 28 年 2 月 26 日
https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/the-sharing-economy-jp.pdf 

 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf
https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/the-sharing-economy-jp.pdf
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２-６ カナダ 

 

(1) カナダ統計局 

① 定義・分類 

カナダ統計局（Statistics Canada)は「Latest Development in the Canadian Economic Accounts: 

Measuring the sharing economy in the Canadian Macroeconomic Accounts（カナダの経済計算の

最新の進展：カナダのマクロ経済計算におけるシェアリングエコノミーの計量） 2017 年

2 月」94において、まだシェアリングエコノミーに対する明確な定義は特定できないが、シ

ェアリングエコノミーの最も目立つ特徴として、以下の 3 点を挙げている。3 つの特徴そ

のものは新しいものではないが、3 つの特徴が同時に満たされる経済活動は新しい動きで

あるとしている。 

＜シェアリグエコノミーの主な特徴＞ 

1. テクノロジーを利用した市場取引である（デジタルプラットフォームなどを利用し

た財やサービスの取引が行われる） 

2. 商品を購入して所有するのではなく、商品を借りることが可能となる（借りる選択

肢が増える） 

3. 市場交換の基本は P2P である（伝統的な企業により提供されてきたサービスを個人

が提供することが可能となる） 

 

② 調査・推計等 

 カナダ統計局では 1 次統計の把握結果を GDP 統計に取り込むための試みとして、宿泊

（accommodation services）、移動（transportation service）、クラウドファンディング

（crowdfunding）の 3 分野においてケーススタディを実施し、プラットフォーム企業及び

サービス提供者と、サービス消費者のマクロ経済勘定体系（Canadian System 

Macroeconomic Accounts; CMEA） におけるそれぞれの経済取引の捕捉状況を整理している

95。たとえば、民泊であれば「ファシリテーター（民泊サービスを提供するプラットフォ

ーム）」「ホスト（非法人）」「ホスト（法人）」「ゲスト」という 4 つの単位に分けて、どう

いうケースが CMEA において捕捉されているのか、どういうケースは捕捉できていないの

か、という整理を行っている。その結果、大半のシェアリングビジネスは非常に複雑で伝

統的ではない法体系やビジネスモデルを有しており、消費される最終サービスを提供する

経済主体の大多数は家計部門に帰属し、経済活動の大部分は異なる国の経済主体の間にあ

るとして、シェアリング経済の統計的把握は非常に困難との結論を出している。 

                                                        
94 Latest Developments in the Canadian Economic Accounts 

Measuring the sharing economy in the Canadian Macroeconomic Accounts, February 21, 2017 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-605-x/2017001/article/14771-eng.htm 

95 92 に同じ 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-605-x/2017001/article/14771-eng.htm
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 なお、カナダ統計局では 2016 年 10 月の労働人口調査に 7 つの質問を追加して、18 歳以

上人口の P2P ライドシェアリングサービスと P2P 宿泊施設サービスの利用実態を調査して

いる96。調査対象地域はカナダの主要 8 つの都会地域（Toronto, Montreal, Vancouver, 

Calgary, Edmonton, Ottawa-Gatineau, Quebec, Winnipeg）である。 

＜追加的に実施された 7 つの質問＞ 

1. 過去 12 か月で、Uber, Lyft などのライドサービスを利用しましたか？ 

2. 過去 12 か月で、合計このようなライドサービスにいくら使いましたか？ 

3. 過去 12 か月で、Airbnb, Flipkey などの宿泊サービスを利用しましたか？ 

4. 過去 12 か月で、合計このような宿泊サービスをカナダ国内でいくら使いました

か？ 

5. 過去 12 か月で、合計このような宿泊サービスをカナダ国外でいくら使いました

か？ 

6. 過去 12 か月で、Uber, Lyft などライドサービスを提供しましたか？ 

7. 過去 12 か月で、Airbnb, Flipkey などの宿泊サービスを提供しましたか？ 

 

調査結果は下記のとおり。 

まず、2015 年 11 月から 2016 年 10 月にかけて、カナダの 18 歳以上人口の約 9.5%が

Sharing Economy に参加し、ライドシェアリング、宿泊サービス合わせて 13.1 億カナダド

ル（約 1,075 億円）消費した。 

サービス別でみると、18 歳以上の 7％がライドシェアリングサービスを利用し、4.2%が

宿泊サービスを利用した。出費額はライドシェアリングサービスに対し 2.41 億カナダドル

（約 198 億円）、宿泊サービスに対し 10 億カナダドル（約 821 億円）以上利用された

（内、6.98 億カナダドル（約 573 億円）がカナダ国外、3.67 億カナダドル（約 301 億円）

がカナダ国内）。同時期に 18 歳以上人口の 0.3%がライドシェアリングサービスを提供し、

0.2%が宿泊サービスを提供した。 

ライドシェアリングサービスに着目すると、年齢別では最も利用率が高かったのは 25～

34 歳（14.6％）18～24 歳（13.5％）であり、55 歳以上の利用率は 2.1%だった。居住地別

では最も利用率が高かったのは 17.6%の Ottawa-Gatineau だった。男女の利用率はほぼ等し

く男性 51.1%、女性 48.9%だった。一人あたりの出費額は、一年間で平均 122 カナダドル

（約 10,000 円）となった。 

宿泊サービスの利用率は、年齢別にみると 25～34 歳（8.6％）、35～44 歳（4.8％）、18～

24 歳（4.4％）であり、最も低い 55 歳以上の利用率は 2.1%だった。居住地別では、利用者

                                                        
96 The sharing economy in Canada, 2017-02-28, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-

quotidien/170228/dq170228b-eng.htm 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170228/dq170228b-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170228/dq170228b-eng.htm
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の 5 人に 2 人（39.8%）は Ontario 在住で、約 5 人に 1 人（19.5%）ほどが Quebec 在住であ

る。なお、18 歳以上人口の 38.9%が Ontario、23.4%が Quebec に在住である。一人あたり

の出費額はカナダ国内で 307 カナダドル（約 25,000 円）、カナダ国外で 584 カナダドル

（約 48,000 円）となった。 

ライドサービスの提供者は 72,000 人ほどであり、そのうち 75％ほどが Ontario

（50.1％）、Quebec（25.7%）在住であった。宿泊サービスの提供者は 69,000 人ほどであ

り、Ontario（31.1%）、Quebec（26.4%）、British Columbia（25.1％）が最も多かった。 
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（出所）The sharing economy in Canada 
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（出所）The sharing economy in Canada 

  

 
 Number of users of peer-to-peer ride

services aged 18 and older

 Proportion of the population aged

18 and older who used peer-to-peer

ride services

thousands %

Canada 1982.4 7.0

Newfoundland and Labrador 9.0 2.1

Prince Edward Island 3.2 2.7

Nova Scotia 22.2 2.9

New Brunswick 9.9 1.7

Quebec 297.7 4.5

Ontario 1230.0 11.1

Manitoba 27.0 2.8

Saskatchewan 22.7 2.7

Alberta 214.4 6.6

British Columbia 146.5 3.9

 

 Number of users of private

accommodation services aged 18 and

older

 Proportion of the population aged

18 and older who used private

accommodation services

thousands %

Canada 1196.0 4.2

Newfoundland and Labrador 10.0 2.3

Prince Edward Island 3.4 2.9

Nova Scotia 21.1 2.8

New Brunswick 11.6 1.9

Quebec 232.9 3.5

Ontario 476.6 4.3

Manitoba 26.0 2.7

Saskatchewan 26.3 3.2

Alberta 175.9 5.4

British Columbia 212.1 5.6

   Peer-to-peer ride services  Private accommodation services

millions of Canadian dollars millions of Canadian dollars

Canada 240.8 366.7

Outside Canada ... 698.2

Table 1 – Number of users and proportion of the population aged 18 and older that used peer-to-peer ride

services from November 2015 to October 2016, by province of residence

Table 2 – Number of users and proportion of the population aged 18 and older that used private accommodation

services from November 2015 to October 2016, by province of residence

Table 3 – Total spending on peer-to-peer ride services and private accommodation services from November

2015 to October 2016
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(2) オンタリオ州 

① 定義・分類 

オンタリオ州では「シェアリングエコノミーとは人々がウェブ上のプラットフォームを

利用して十分に活用されていない資産、財、サービスを売るまたは貸出し、お互いの信頼

性をウェブ上の評判システムで評価する」と定義しており、以下の 4 つの必要条件がある

と定めている97。 

＜オンタリオ州が定義するシェアリングエコノミーの 4 つの基準＞ 

1. 交換を容易にするためにウェブ上のプラットフォームを利用していること 

2. 物々交換ではなく、お金と引き換えに十分に利用されていない物や商品が一時期的

に交換されている、またはサービスが提供されている 

3. 個人間で物や商品、サービスが交換される 

4. シェアリグエコノミープラットフォームには、消費者の評判や信頼、提供者による

商品やサービスの質の両方を相互評価できるシステムが組み込まれていること 

 

 

（出所）The Sharing Economy Framework （Ministry of Finance, Ontario） 

 

 

  

                                                        
97 The Sharing Economy Framework 2018-02-10, 

https://www.ontario.ca/page/sharing-economy-framework#section-0 

 

https://www.ontario.ca/page/sharing-economy-framework#section-0
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２-７ オーストラリア 

オーストラリアは、オーストラリア統計局の「Industry treatment of Sharing Economy units98」

に基づき情報を整理した。 

オーストラリア国税庁99は、シェアリングエコノミー（共有経済）を「経済活動における

買い手（ユーザー）と売り手（プロバイダー）をつなぐ新しい方法」と定義している。呼称

は様々であり、「オンデマンド経済」「協働消費」「オンデマンドサービス」と称されること

もある。同庁は、シェアリングエコノミーは通常、独立した第三者の「ファシリテーター」

が Web サイトまたはモバイルアプリケーションにて提供する「プラットフォーム」を介し

て成立するとしている。プラットフォームではデジタル技術が、従来の中間業者を飛び越え、

サービスや商品の提供者と消費者を直接結び付けるために使用される。 

オーストラリア統計局は、シェアリングエコノミーを①移動（乗り物）、②宿泊、③スキ

ル、④お金（ソーシャルレンディング）、⑤モノ（日用品）の共有の 5 分野に分類している。

具体的なサービス例は以下のとおりである。 

 

分類・類型 サービス例 

宿泊 
・民泊（宿泊を目的とする部屋やその他財産の貸出し） 

・駐車場の貸出し 

スキル ・雑用や用事、配達、その他一時的なサービスの提供 

乗り物 ・車を利用した一般人の有料輸送 

 

同局は、特定サービスのシェアリングエコノミーへの該当判断にあたり、決定木を策定。

この決定木は、シェアリングエコノミー事業者の ANZIC100における産業分類を判別するた

めに使用される。この決定木によれば、まず、当該事業（または企業）における①モバイル

（インターネット）ソフトウェアによるプラットフォーム（アプリケーション）の使用有無、

②顧客と提供者の直接のマッチング有無、③オーストラリア統計局への GST101事業者登録

の有無を確認。次いで「サービス提供者102」と「第三者のファシリテーター」の双方がサー

ビス提供に関与するか確認し、最後にファシリテーターが提供者と顧客を繋ぐかを確認す

る。いずれも該当し、顧客がサービス提供者に料金を支払い、その後、サービス提供者がフ

ァシリテーターに料金または手数料を支払う場合、ファシリテーターは、顧客またはサービ

                                                        
98 https://unstats.un.org/unsd/classifications/expertgroup/egm2017/ac340-8.PDF 
99 http://www.sba.ato.gov.au/Other-Languages/Japanese/ 
100 Australian and New Zealand Standard Industrial Classification の略。オーストラリア統計局とニュージーラ

ンド統計局による産業統計分類 
101 Goods and Services Tax の略。オーストラリアにおける商品サービス税を指す。2000 年 7 月に導入され

た税金で、オーストラリア国内で消費されるほぼすべての商品、サービスに課される。税率は取引価格の

10％。（出典：日本貿易振興機構ホームページ（ URL：https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-010420.html ）） 
102 提供者（provider）：サービスを販売する個人または企業。顧客（customer）：サービスに対して支払を

行うエンドユーザーまたは購入者。ファシリテーター（facilitator）：サービス提供者と顧客の取引を可能

とする第三者（多くの場合、アプリを介する）。 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/expertgroup/egm2017/ac340-8.PDF
http://www.sba.ato.gov.au/Other-Languages/Japanese/
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-010420.html
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ス提供者（あるいはその両方）から料金または手数料を受け取る可能性があるため、ファシ

リテーターの活動を関連する支援サービス業に分類する。合致する支援サービス業が存在

しない場合、経済規格と照合する。なお、顧客がファシリテーターに料金を支払い、その後

ファシリテーターがプロバイダーに支払う場合、ファシリテーターをプロバイダーの活動

分類に分類する。 

 

図表 ２-3 オーストラリア国税庁によるシェアリングエコノミーの決定木 

 

（出所）Industry treatment of Sharing Economy units, p.8 

 

また、オーストラリア公正取引委員会がデロイト社に委託した調査では、シェアリングエ

コノミーの最大の特徴は「売り手と買い手を繋ぐプラットフォームの存在」と「売り手と買

い手が個人または中小企業である場合の取引コストの縮減」とされる。  
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２-８ 中国 

 

中国については中国国家信息中心分享经济研究中心の「中国におけるシェアリングエコ

ノミー年次報告書概要（2018 年）」に基づき情報を整理した。 

 

(1) シェアリングエコノミーの分野と市場規模 

年次報告書では、シェアリグエコノミーを金融シェアリング市場と、非金融シェアリング

市場に大別しており、非金融シェアリング市場は「生活サービス」「生産能力」「交通」「知

識・スキル」「住宅・宿泊（ホームシェアリング）」「医療」という 6 つのカテゴリを設けて

いる。 

2017 年における中国のシェアリングエコノミー市場取引額は約 81.7 兆円で、前年比で

47.2％の伸びを示している。内訳をみると、金融シェアリング市場の取引額が約 46.9 兆円で

対前年比 35.5％の伸びを示し、非金融シェアリング市場取引額は約 34.8 兆円で対前年比

66.8％の伸びを示している。規模としては金融シェアリング市場の方が大きいが、伸び率と

しては非金融シェアリング市場の方が大きい。 

なお、7 領域ごとのシェア事業の内容と市場取引額は以下のとおり。 

中国のシェアリングエコノミーの分野と市場規模 

 

金融 P to P オンラインローン、オンラインクラウドファンディング 

生活サービス 家庭料理シェアリングプラットフォーム 

生産能力 アウトソーシングマッチングプラットフォーム、貨物配送マッチングプ

ラットフォーム 

交通 サイクルシェア、カーシェア 

知識・スキル オンラインインキュベーションサービス、ライブ配信プラットフォーム 

住宅・宿泊 シェアハウス 

医療 デジタル医療手術予約プラットフォーム 

（出所）中国国家信息中心分享经济研究中心「中国におけるシェアリングエコノミー年次報告書概要 

（2018 年）」経済産業省にて和訳 
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7 分野の成長率をみると、最も伸びを示しているのは「スキル・知識」で、対前年比で

126.6％の伸び、次いで「生活・サービス」の 82.7％、「部屋賃貸・宿泊（ホームシェアリン

グ）」の 70.6％となっている。 

資金調達額でみても、「スキル・知識」は 17,796 億円と圧倒的に多く、中国において「ス

キル・知識」の分野が急速に伸びている様子がうかがえる。 

 

分野別にみた中国のシェアリングエコノミー市場における取引の成長率 

 

 

分野別にみた中国のシェアリングエコノミーにおける資金調達額 

 

（出所）中国国家信息中心分享经济研究中心「中国におけるシェアリングエコノミー年次報告書概要 

（2018 年）」経済産業省にて和訳 

 

(2) 中国のユニコーン企業におけるシェアリングエコノミー企業の位置づけ 

グローバル市場における中国のユニコーン企業の存在感が高まっているが、2017 年末時

点で、224 社のグローバルユニコーン企業のうち、26.4％に該当する 60 社が中国のユニコー

ン企業で（CB Insights が公表したデータに基づく）、うち、半数を占める 31 社が典型的なシ

ェアリングエコノミーの属性を持つ。前年度に比べると、グローバルユニコーン企業に占め

17796

8500

4416

614 564 315
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る中国ユニコーン企業の割合は増加しており（23％→27％）、うち、シェアリングエコノミ

ー企業が占める割合も大幅に増加している（36％→52％）。 

 

(3) 雇用へのインパクト 

試算によると、中国におけるシェアリングエコノミーに参加している人口は、2017 年に

7 億人を超え、前年より約 1 億人増加した。そのうち、サービス提供に携わる人の数は約

7,000 万人で、前年に比べて 1,000 万人増加した。 

さらに、2017 年には、中国のシェアリングプラットフォーム企業の従業員数は約 710 万

人で、前年より 131 万人増加した。都市では新規従業員総数の 9.7％を占めており（1,354 万

人）、これは都市の新入社員 100 人のうち約 10 人が、プラットフォーム企業によって新た

に雇用されたことを意味している。雇用拡大のためのシェアリングエコノミーの役割はよ

り顕著になってきている 

シェアリングエコノミー企業における従業員数 

 

（出所）中国国家信息中心分享经济研究中心「中国におけるシェアリングエコノミー年次報告書概要 

（2018 年）」経済産業省にて和訳 
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各国・機関によるシェアリングエコノミーの定義・分類 

 内閣官房 一般社団法人シェア

リングエコノミー協

会 

英国国家統計(ONS） 

 

欧州委員会・欧州議

会 

OECD フランス国立統計経

済研究所（INSEE） 

米国 カナダ 豪州 

定義 「個人等が保有する活⽤

可能な資産等（スキルや

時間等の無形のものを

含む。）を、インターネッ

ト上のマッチングプラ

ットフォームを介して

他の個⽤等も利用可能と

する経済活性化活動」 

「場所・乗り物・モノ・

人・お金などの遊休資産

をインターネット上の

プラットフォームを介

して個人間で貸借や売

買、交換することでシェ

アしていく新しい経済

の動き」 

「十分に使われていな

い資産を、デジタル仲介

者を通じ、P to P 取引で

共有し、当初使用の範囲

の外での使用によって

関係者に便益をもたら

すこと」 

 

 

「プラットフォーマー

を介し一時的にモノや

サービスにアクセスす

るビジネスモデルであ

り、しばしば私的な個人

が提供。 

資産、リソース、時間及

び／又はスキルの提供

であり、機会があれば提

供する peer 又は職業的

に提供する professional、

利用者、仲介者の 3 アク

ターが関わる。 

通常、所有権の移転を伴

わない。 

営利・非営利を含む」 

  「インターネットとス

マートフォン対応のア

プリを用いてサービス

プロバイダーと消費者

をマッチングし、P to Pの

評価サービス等による

信頼と品質保証をする

ことで、柔軟性のあるサ

ービスを提供すること

（注）」 

カナダ統計局としての

明確な定義はなし 

 

オンタリオ州では以下

のように定義 

「シェアリングエコノ

ミーとは人々がウェブ

上のプラットフォーム

を利用して十分に活用

されていない資産、財、

サービスを売るまたは

貸出し、お互いの信頼性

をウェブ上の評判シス

テムで評価する」 

「経済活動における買

い手（ユーザー）と売り

手（プロバイダー）をつ

なぐ新しい方法。オンデ

マンド経済・協働消費・

オンデマンドサービス

と称されることもある」 

定義に関連

する捕捉 

  要素 

① 遊休資産の活用、 

② CtoC 取引が可能 

③ オンラインプラッ

トフォームの仲介、

及び 

④ 所有権の移転なく

モノ又はサービス

に一時的にアクセ

ス 

の 4 要素 

（以上 2016 年報告） 

なお、上記 3 類型に加え

て決定木を用いて特定

のサービスがシェアリ

ングエコノミーに該当

するか否か確認する手

法を提示（2017 年報告） 

・統計上の厳密な定義や

分類は未確立。 

 各国が共通に受け入

れる定義は未確立 

 

なお、Eurostat が 2018 年

5 月に主催したワークシ

ョップ（非公開）では、

シェアリングエコノミ

ーを行うオンラインプ

ラットフォームの定義

として、「多面的デジタ

ル市場にサービスを提

供し、ユーザー主導の信

用制度を含む」「関連す

るモノの所有権移転を

伴わない（中古品販売プ

ラットフォームは含ま

ない）」とした。 

捉え方 

・ シェアリングエコノ

ミーはプラットフォ

ーム経済に内包され

る 

・ 「遊休資産」と「シェ

ア」を要素として含め

るところが多い。 

 

機関の立場 

各国統計当局等と連携

しつつ、シェアリングエ

コノミーの定義等に係

る協議を促進 

特徴 

① 所有から利用の経

済へ、 

② 消費から共同生産

の経済へ、 

③ 需要と供給の経済

からオンデマンド

の経済へ、 

④ 企業を介した経済

からフラットで企

業を介さない経済

へ 

（社会事業全般監査局

IGAS 報告書） 

（注）上記の定義は、米

国商務省経済統計局チ

ーフエコノミスト・オフ

ィスが、シェアリングエ

コノミーの主要な構成

要素であるデジタルマ

ッチング企業（Digital 

Matching Firms; DMF）を 

定義したもの。 

その他、FTC もシェアリ

ングエコノミーの特徴

等を整理。 

特徴 

① テクノロジーを利

用した市場取引 

② 商品を所有するの

ではなく借りるこ

とが可能となる 

③ 市場取引の基本は

P2P 

 

特徴 

・シェアリングエコノミ

ーは、独立した第三者

（ファシリテーター）

が Web サイトまたは

モバイルアプリケー

ションで提供するプ

ラットフォームにて

成立。 

・オーストラリア公正取

引委員会がデロイト

社に委託した調査で

は、最大の特徴は「プ

ラットフォームの存

在」と「取引コストの

縮減」とする。 

分類・類型 

 

以下 5つ

に大別

（国・機関

により異な

る分類とな

る個別項目

等がある） 

例示として、以下のマッ

チングなど多様な分野

で登場 

おもに 5 つに分類 

 

 

3 類型 （再掲）統計上の厳密な

定義や分類は未確立。 

欧州共同体経済活動統

計分類（NCEA）にシェア

リングエコノミーは含

まれず。 

2018 年調査は以下 4 類

型が対象 

（作業部会で検討中） 

2018 年 9 月のワークシ

ョップの結果、暫定的に

シェアリングエコノミ

ープラットフォームと

して以下 4 類型を提示 

（OECDの作業部会に参

加） 

商務省、FTC をはじめ

政府機関は分類・類型

について公表していな

い（PwC、

JPMorganChase 等民間に

よるサーベイ結果を例

示。下記、その他を参

照） 

類型はしていない 5 類型 
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 内閣官房 一般社団法人シェア

リングエコノミー協

会 

英国国家統計(ONS） 

 

欧州委員会・欧州議

会 

OECD フランス国立統計経

済研究所（INSEE） 

米国 カナダ 豪州 

場所 空き部屋、会議室、駐車

スペース 

場所 

 

資産の賃貸又はアクセ

ス（例：宿舎、駐車場、

倉庫、乗物及び道具） 

宿泊（住宅レンタル、ホ

ームシェア、ホームスワ

ップ） 

資産ベースのサービス

（Airbnb、Uber、 

Booking.com、 

Expedia） 

   民泊、駐車場の貸出 

乗り物  乗り物  輸送（ライドシェア、P to 

P の車両レンタル、ライ

ドオンデマンド、駐車ス

ペース、デリバリー輸送

サービス、オンラインフ

ードデリバリー） 

    車を利用した一般人の

有料輸送 

モノ 衣服のシェア 

 

モノ       モノ（日用品） 

人・スキル 家事代行、育児代行、イ

ラスト作成 

 

人・スキル P to P サービス（例：移

動、配達、家事サービス、

専門サービス） 

 

オンラインスキル（オン

デマンド家事サービス、

オンデマンドプロフェ

ッショナルサービス） 

労働プラットフォーム

（個人事業主又はフリ

ーランス。Amazon 

Mechanical Turk、Task 

rabbit、Adecco、

Manpower、 Randstad） 

   雑用や用事、配達、その

他一時的なサービスの

提供 

お金  お金 共同金融（ collaborative 

finance） 

（例：クラウドファンデ

ィング、P to P 貸付、投

資、送金及び換金） 

金融（報酬ベース、株式、

借入） 

 

一時的な資産のスワッ

プを仲介するプラット

フォーム（仲介料と広告

により収入を得る） 

金融シェアリングエコ

ノミープラットフォー

ム（クラウドファンディ

ング、慈善的贈与等） 

   ソーシャルレンディン

グ 

モノの売買

の扱い 

 モノの売買を含める モノの売買は含めない  中古品の販売は「シェ

ア」とは言えない 

モノの共有は排除され

るわけではなく、中古品

の販売も包含するもの 

   

把握の目的  新しい経済行為の活性

化、産業発展 

統計利用者の要望への

対応 

欧州の政策推進等 世界経済の進展に対応

した政策対話 

統計的把握の必要性へ

の対応 

  事業者の産業分類の把

握 

その他    スキルのシェアにはロ

ーカル限定（庭の手入れ

等）のものとグローバル

に提供するもの（デザイ

ン等）の 2 種。 

  参考：PwC によるシェア

リングエコノミー産業

の主要 5 分野 

①P to P 型貸出及びクラ

ウドファンディング 

②オンラインスタッフ

ィング 

③P to P 型宿泊 

④カーシェアリング 

⑤音楽及び映像ストリ

ーミング 
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第３章  統計調査の設計 

 

３-１ 調査の目的 

情報通信技術の進展と普及を背景として拡大するシェアリングエコノミーは、十分に活

用されていなかった個人等の資産・能力・時間の効率的な活用による社会全体の生産性向上、

従来はサービスの消費者であった個人がサービス提供者となることによる個人所得の向上

等を促し、一億総活躍社会の実現と経済成長への貢献が期待される。 

さらに、シェアリングエコノミーを通じて様々な分野と地域において未活用資産の共有

が進む事により、潜在的な需要と供給のマッチングによるイノベーションの創出、地域社会

における課題の解決と就業機会の創出による共助と地方創生の実現等、我が国の産業と社

会に多様な影響を与えると考えられる。 

シェアリングエコノミー実態調査（仮称）として、現在の統計調査では把握されていない

シェアリングエコノミーの市場規模、提供者特性、利用者特性等の実態を把握し、シェアリ

ングエコノミーが与える経済社会への影響等に関する定量的な検討に資するとともに、シ

ェアリングエコノミーの経済活動を GDP 統計に反映する際に必要となる基礎情報を取得す

ることを目的として実施する。 

 

３-２ 基本的な方針 

シェアリングエコノミーの規模及び特性等の実態をシェアリングサービスの種類別に把

握することを目的として、シェアリングサービス企業を対象とした企業調査を計画する。 

現時点では、シェアリングサービス企業の母集団情報が明確でない。そのため、継続的に

有効な結果を得ることが可能かについての検証を行う必要があることから、試験調査と位

置付け、調査周期については「１回限り」の調査とする。 

シェアリングエコノミーの実態把握の他、継続的な統計調査実施に関する判断、及び今後

の調査に向けた調査対象名簿の作成も本統計調査の検討課題となる。 

シェアリングサービスの種類は、「モノ（所有権が移転する取引を含む）」、「空間」、「スキル」

の３種類を対象とする。 

なお、カーシェア及びサイクルシェアについては「モノ」に含めて調査対象とする。また、

クラウドファンディングなどのサービスについては、資金の取引は SNA 上の生産ではなく、

金融取引に該当するため、今回の調査の対象からは除外する。さらに、民泊についても利用

者のほとんどが海外のマッチングプラットフォームを利用していると見られるため、把握

が困難な事から今回の調査の対象から除外する。なお、別途、行政記録情報等を用いた把握

方法を検討する。 
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３-３ 調査対象事業（シェアリングサービス仲介事業の定義） 

インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利用して、利用

者と提供者を結びつけ、個人等が保有する活用可能な資産等（モノ、空間、スキル等）を利

用（賃貸・売買）する経済活動と定義する。 

提供されるモノ・サービスは、提供者が保有し、かつ十分に活用されていないものに限定

するものとし、企業が自社の事業として行っている販売・賃貸用に取得・保有されているモ

ノ・サービスの提供は「提供者が保有し、かつ活用されていないもの」の提供に該当しない

と考え、シェアリングサービス仲介事業の対象外とする。 

ただし、個人が提供を目的として取得・保有しているモノ・サービスの提供は、「マッチ

ングプラットフォームサービスが存在しなければ顕在化しなかった」と考え、対象とする。 

調査対象とするシェアリングサービス企業は、対象となるシェアリングサービス仲介事

業を一部でも行っている企業とする。したがって、マッチングプラットフォームへの提供者

がすべて「自社の事業として行っている販売・賃貸用に取得・保有されているモノ・サービ

スの提供を行う企業」である場合は対象外とする。 

 

   例： 無店舗小売事業者が自社在庫商品を出品 →対象外 

 貸駐車場業企業が保有する駐車場を提供 →対象外 

 自社車両の保管用駐車場の空きスペースを提供 →対 象  

 個人が作成したハンドメイド品を出品 →対 象 

 個人が再販目的で購入した商品を出品 →対 象  

 

取引件数、取引額、手数料収入額等の記入に際しては、「自社の事業として行っている販

売・賃貸用に取得・保有されているモノ・サービスの提供を行う企業」による取引を除いた

数値の記入を原則として依頼する。 

ただし、上記の数値をすべて除外した記入が困難な場合も想定されることから、調査票に

おいて、該当する数値の除外状況を確認するチェック設問を設け、記入数値の概要把握を行

う。 
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分野 概要 

モノ 売買  インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利用し、個

人等が保有する物品を売買する経済活動。 

 ただし、「自社の事業として行っている販売用に取得・保有されているモノの提供

を行う経営組織（法人、個人経営等）」のみが提供者であるものを除く。 

 賃貸  インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利用し、個

人等が保有する物品を賃貸する経済活動。 

 ただし、「自社の事業として行っている賃貸用に取得・保有されているモノの提供

を行う経営組織（法人、個人経営等）」のみが提供者であるものを除く。 

空間 

 

 インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利用し、個

人等が建物又は土地を時間（分）単位からの利用を可能にして提供する経済活動。 

 ただし、「自社の事業用に所有・管理している施設・空間を提供する経営組織（法

人、個人経営等）」のみが提供者であるもの、及び単に利用可能な建物又は土地の

情報のみを提供するサービス、住宅建物取引業法に基づく媒介業務（契約の成立を

目的とした条件交渉に関与する行為等）に該当するサービスを除く。 

 また、住宅宿泊事業法、国家戦略特区指定地域において提供される住宅施設（「民

泊」）及び旅館業法に基づき提供される宿泊サービスを除く。 

スキル  インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利用し、個

人等がスキル（労働）を提供する経済活動。 

 「自社の事業としてスキル（労働）の提供を行っており、この提供のために自社に

登録されているサービス提供者によるサービスのみを提供する経営組織（法人、個

人経営等）」のみが提供者であるものを除く。 

 

 

３-４ 調査対象 

調査対象地域は全国、調査単位は企業とし、主業、副業を問わずシェアリングサービス仲

介事業を行っている企業を対象とする。 

調査対象名簿の整備を念頭に、現在シェアリングサービス仲介事業を行っていることが

確認できている対象に加え、シェアリングサービス仲介事業を実施している可能性がある

企業も含めた幅広い対象を設定する。具体的には以下の方法で抽出した企業を対象とする。 

 

３-４-１ 現在シェアリングサービス仲介事業を行っていることが確認できている企業 

①日本シェアリングエコノミー協会 会員名簿（全数） 

 シェア会員及び準シェア会員を対象に想定する。 

②「シェアリングエコノミー認証」 取得企業名簿（全数）  

 ただし、①または②の一方が他方を完全に包含している場合は、全体を包含している

一方のみとする。 
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③その他、机上調査（記事検索、文献検索）等により調査対象と判断されたもの 

 メルカリ等、日本シェアリングエコノミー協会に所属していないマッチングプラッ

トフォーム企業が発見された場合は、調査対象に含める。 

 

３-４-２ シェアリングサービス仲介事業を行っている可能性のある企業 

①経済センサス活動調査からの抽出（案）（条件を満たすもの全数）  

 インターネット附随サービス業に格付けられたもののうち、「17.サービス関連産業 B

の事業収入内訳」において、「3914 インターネット・ショッピングサイト等運営」ま

たは「3915 その他のサイト運営」による収入があるもの 

②特定サービス産業実態調査からの抽出判断基準（案）（条件を満たすもの全数） 

 「４-Ⅲ「主たる業務」の年間売上高の業務種類別割合」において、「サイト運営業務」

の割合があるもの 

 「４-Ⅳ「インターネット附随サービス業務」の年間売上高の収入種類別割合におい

て、「個人からの収入・手数料収入」の割合があるもの 

 インターネット附随サービス業に格付けられたもののうち、「５-Ⅰ「主たる業務」の

年間売上高の契約産業別割合」において「個人」の割合があるもの 

 

３-５ 調査票設計の基本方針 

今回調査では、シェアリングサービス仲介事業を行っていない企業が調査対象となる可

能性もあることから、「名称及び電話番号、所在地」の記載直後に、シェアリングサービス

仲介事業の実施有無を把握する設問（事業の概要）を設け、実施していない企業は以降の設

問への回答を回避できる構造とする。 

モノ・空間・スキルのいずれかのシェアリングサービス仲介事業以外のマッチングプラッ

トフォーム事業を行っている企業については、マッチングプラットフォーム事業の概要の

みを記入いただき、以降の設問への回答を回避できる構造とする。 

モノ・空間・スキルのいずれかのシェアリングサービス仲介事業を行っている企業につい

ては、企業全体の売上高・費用・従業者数等に回答いただいた後に、実施している事業の種

類に応じた調査票のみを回答する構造とする。 
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３-６ 調査項目 

３-６-１ 基本事項（フェイス項目） 

すべての企業を対象として以下の項目を把握する。 

 回答者情報（氏名・連絡先・所属部署） 

 企業名称・法人番号・電話番号・所在地 

 事業の概要 

「事業の概要」については、以下の質問を行い、回答内容から調査対象外企業の判別、及

び回答調査票の特定を行う。 

項目 概要 

マッチングプラッ

トフォーム事業の

有無 

 ウェブサイトまたはアプリケーションを用いて 「提供者（⽤分に活用され

ていない資産・スキルの提供を希望する個人及び法人）」と 「利用者（提

供される資産・スキルの利用・取得を希望する個人及び法人）」のマッチン

グを行い、手数料収入を得る事業の有無を把握 

 行っていない場合、シェアリングサービス仲介事業を行っていない企業と判

断し、調査を終了 

マッチングプラッ

トフォーム事業の

内容 

 マッチングプラットフォーム事業を行っている企業を対象に、「モノ」、「空

間」、「スキル」のそれぞれを対象としたシェアリングサービス仲介事業の実

施の有無を把握 

 いずれも行っていない場合及び民泊仲介事業、クラウドファンディング事業

を行っている場合は、本調査の対象外と判断し、マッチングプラットフォー

ム事業の概要記入後に調査を終了 

 

３-６-２ 共通票 

「モノ」、「空間」、「スキル」のいずれか（又は複数）を対象としたシェアリングサービス

仲介事業を実施している企業を対象として以下の項目を把握する。 

なお、年間売上高、年間営業費用等の年間値については、原則として１～１２月合計値の

記入を依頼するが、難しい場合は会計年度値の記入とする。（調査票全体について同様） 

費用及び設備投資額は、事業別に把握することが難しいと考え、売上高全体に占めるシェ

アリングサービス仲介事業売上高の構成比による按分等の方法で、事業別数値の設定を想

定している。 

項目 概要 

経営組織  個人経営、株式会社、有限会社等の組織形態を把握 

従業者数  「従業上の地位区分別」および「部門別」に把握 

 部門別については、本調査におけるヒアリング結果を踏まえた区分を設定 

 また、各部門の人数は、総数及び受入者（出向、派遣別）の記載を依頼 

年間売上高  企業全体の売上高を把握 

年間営業費用  企業全体の年間営業費用を把握 

 費用区分は、「特定サービス産業実態調査（インターネット附随サービス業）」

の設問を基本としつつ、ヒアリング結果を踏まえた区分を設定 

固定資産額  企業全体の固定資産額を把握 

年間設備投資額  企業全体の年間設備投資額を把握 
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３-６-３ A 票（モノのシェアリングサービス仲介事業に関する調査票） 

「モノのシェアリングサービス仲介事業」を実施している企業を対象として以下の項目

を把握する。 

 

項目 概要 

事業開始年月  当該事業を開始した年月を把握 

登録提供者数  調査実施前年の１２月末日時点において登録されている提供者（出品者）の

人数を、個人男性・個人女性・法人別に把握 

登録利用者数  調査実施前年の１２月末日時点において登録されている利用者（購入者等）

の人数を、個人男性・個人女性・法人別に把握 

年間取引件数  提供者から利用者への提供が成立した件数（年間合計）を把握 

年間取引額  利用者から提供者に支払われた金額の合計を把握 

年間手数料収入額  当該事業によって得られた手数料収入額を把握 

 「年間取引額」－「年間手数料収入額」により、「提供者が受け取った額」が

把握可能と想定 

送料の取り扱い  年間取引額に送料が含まれているか否かを把握 

 含まれている場合には、送料の額を別途把握 

 事業規模を把握するためには、送料が含まれていない取引額で把握する必要

があると判断し本設問を設定 

取引特性別の事業

規模把握 

 取引件数、取引額、手数料収入を、以下の取引特性別に把握 

➢ 提供者・利用者特性（BtoC、CtoC、BtoB、CtoB 別） 

➢ 賃貸取引・売買取引別 

➢ 利用者特性（国内居住・国外居住別） 

➢ 提供者特性（性・年齢階級別） 

➢ 商品特性（新品・中古品・ハンドメイド品別） 

➢ 商品カテゴリ別 

➢ 提供者の居住都道府県別 

 

【商品カテゴリの詳細】 

分類項目 品目例示 

衣類・履物・身の

回り品 

被服及び履物、かばん類、傘、装身具(宝石、貴金属類などを含むアクセサリ

ー類)、腕時計など 

家具・家庭用品・

装飾品 

家具（たんす、応接セットなど）、室内装備・装飾品（敷物、カーテン、室内

装飾品など）、寝具類（布団、毛布など）、家事雑貨（食器類、台所用品など） 

家電製品 炊事用電気器具、電気掃除機、電気洗濯機、テレビ、オーディオ機器、パーソ

ナルコンピュータ、デジタルカメラなど 

自動車・自転車 自動車、二輪自動車（原動機付自転車を含む）、自転車 

その他 楽器、スポーツ用品、玩具（ゲームソフトなど）、書籍など 
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３-６-４ B 票（空間のシェアリングサービス仲介事業に関する調査票） 

「空間のシェアリングサービス仲介事業」を実施している企業を対象として以下の項目

を把握する。 

項目 概要 

事業開始年月  当該事業を開始した年月を把握 

登録提供者数  調査実施前年の１２月末日時点において登録されている提供者（出品者）の

人数を、個人男性・個人女性・法人別に把握 

登録利用者数  調査実施前年の１２月末日時点において登録されている利用者（宿泊者、賃

貸者等）の人数を、個人男性・個人女性・法人別に把握 

年間取引件数  提供者から利用者への提供が成立した件数（年間合計）を把握 

年間延べ利用時間

数 

 利用者による利用時間の合計を把握 

年間取引額  利用者から提供者に支払われた金額の合計を把握 

年間手数料収入額  当該事業によって得られた手数料収入額を把握 

 「年間取引額」－「年間手数料収入額」により、「提供者が受け取った額」が

把握可能と想定 

取引特性別の事業

規模把握 

 取引件数、利用時間、取引額、手数料収入を、以下の取引特性別に把握 

➢ 提供者・利用者特性（BtoC、CtoC、BtoB、CtoB 別） 

➢ 利用者特性（国内居住・国外居住別） 

➢ 提供者特性（性・年齢階級別） 

➢ 空間の種類別 

➢ 提供者の居住都道府県別 

 

【空間の種類の詳細】 

分類項目 品目例示 

イベントスペー

ス・会議室 

活用されていない時間帯に、会議・イベント等の用途で一時的に提供される個

人・企業等が所有するスペース 

駐車場 活用されていない時間帯に、一時的に提供される個人・企業等が所有する駐車場 

その他 その他、活用されていない時間帯に一時的に提供されるスペース 
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３-６-５ C 票（スキルのシェアリングサービス仲介事業に関する調査票） 

「スキルのシェアリングサービス仲介事業」を実施している企業を対象として以下の項

目を把握する。 

項目 概要 

事業開始年月  当該事業を開始した年月を把握 

登録提供者数  調査実施前年の１２月末日時点において登録されている提供者（スキル・労

働時間を提供する者）の人数を、個人男性・個人女性・法人別に把握 

登録利用者数  調査実施前年の１２月末日時点において登録されている利用者（スキル・労

働時間の提供を依頼する者）の人数を、個人男性・個人女性・法人別に把握 

年間取引件数  提供者から利用者への提供が成立した件数（年間合計）を把握 

年間取引額  利用者から提供者に支払われた金額の合計を把握 

年間延べ利用時間

数 

 利用者による利用時間の合計を把握 

年間手数料収入額  当該事業によって得られた手数料収入額を把握 

 「年間取引額」－「年間手数料収入額」により、「提供者が受け取った額」が

把握可能と想定 

交通費の取り扱い  年間取引額に交通費（提供者がサービス提供のために必要となる移動に関す

る費用）が含まれているか否かを把握 

 含まれている場合には、交通費の額を別途把握 

 事業規模を把握するためには、交通費が含まれていない取引額で把握する必

要があると判断し本設問を設定 

取引特性別の事業

規模把握 

 取引件数、利用時間、取引額、手数料収入を、以下の取引特性別に把握 

➢ 提供者・利用者特性（BtoC、CtoC、BtoB、CtoB 別） 

➢ 利用者特性（国内居住・国外居住別） 

➢ 提供者特性（性・年齢階級別） 

➢ スキルの種類別 

➢ 提供者の居住都道府県別 

 

【スキルの種類の詳細】 

分類項目103 品目例示 

家事サービス 料理、洗濯、清掃、整理、ペット、留守番 

その他の生活関連

サービス 

生活相談（保育・福祉、教育を除く）、ガイド・案内、その他専門アドバイス 

運送 相乗り、配達 

保健・福祉 保健、育児、保育、介護（いずれも相談含む） 

教育・学習支援 家庭教師、語学教授、料理教授、音楽教授、スポーツ教授、その他 

専門サービス 情報サービス技能 

：ソフトウェア開発、HP作成・デザイン 

その他専門サービス技能 

：イラスト作成・デザイン、文章、コピーライティング、記事作成、音楽、ナレ

ーション、語学（翻訳、通訳）、修理 

                                                        
103 「その他の生活関連サービス」、「保健・福祉」、「教育・学習支援」、「専門サービス」については、提

供者が利用者と対面せずにサービス提供が可能なものが含まれることから、「対面」「非対面」に区分して

数値の記入を依頼する。 
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（調査票案）シェアリングエコノミーに関する実態調査（案） 

 

備考欄

① 名称及び電話番号

-

③事業の概要

貴社では以下の事業を行っていますか。

（以降の設問への回答は不要となります。調査票をご返送ください。）

貴社では以下のマッチングプラットフォーム事業を行っていますか。

マッチングプラットフォーム事業の内容

電話番号

部署名

　提供者がモノを出品し、購入または賃貸を希望する利用者をマッチングする事業

　例：提供者が商品を出品し、希望者が購入

　　：個人が自動車やバッグ等を提供し、希望者が一定期間賃貸利用

　　：法人が稼働していない設備を提供し、希望者が一定期間賃貸利用　等

シェアリングエコノミーに関する実態調査（案）

□　行っている □　行っていない

ウェブサイトまたはアプリケーションを用いて

　「提供者（十分に活用されていない資産・スキルの提供を希望する個人および法人）」と

　「利用者（提供される資産・スキルの利用・取得を希望する個人および法人）」のマッチングを行い、手数料収入を得る事業（マッチングプラットフォーム事業）

　　　※ただし、提供者が、「自社の事業として行っている販売・賃貸⽤に取得・保有されているモノ・サービスの提供を行う法人のみ」の場合は除外します。

　　　　　除外される事業の例

　　　　　：自社在庫商品を出品する小売事業者のみが提供者となっているマッチングプラットフォーム事業

　　　　　：保有する駐車場を提供する貸駐車場事業者のみが提供者となっているマッチングプラットフォーム事業　等

記入者氏名

フリガナ

郵便番号 都道府県名 市区町村名

町丁・字・番地・号 ビル・マンション名等（階、号室まで記入してください）

以降の設問への回答は不

要となります。調査票をご

返送ください。

【共通票】に回答の上、

実施事業の内容に該当す

る調査票（【Ａ票】、【Ｂ

票】、【Ｃ票】）にご回答く

ださい。

複数の事業を行っている場

合は、それぞれの調査票へ

のご記入をお願いします。

□

電話番号（代表）

法人番号

フリガナ

正式名称

通称名

民泊仲介事業、クラウドファンディング事業等、上記の３種とは異なる事業を行っている

（具体的な事業内容を以下にご記入ください）

　提供者が場所を提供し、一時的な利用を希望する利用者をマッチングする事業

　（ただし、民泊仲介事業は含みません）

　例：法人が稼働していない自社スペースを会議室として一時的に提供

　　　（貸会議室等は除外）

　　：提供者が自身の利用のために確保している駐車場を一時的に提供

　　　（貸駐車場等は除外）　等

　スキル・能力などを提供する提供者と、活用を希望する利用者をマッチングする事業

　例：家事代行、育児、介護等の生活関連サービスのマッチング

　　：配達・相乗りサービスのマッチング

　　：旅行ガイド・案内、映画紹介等の情報提供、イラスト作成等の

　　　スキル提供のマッチング　等

行っている

【Ａ票】に回答ください。

自社の事業として販売・賃貸を行う企業

による取引分を除外した数値をご記入い

ただけますか。

　□除外して記入

　□除外できないため含めて記入

【B票】に回答ください。

自社の事業としてサービス提供を行う企

業による取引分を除外した数値をご記

入いただけますか。

　□除外して記入

　□除外できないため含めて記入

【C票】に回答ください。

自社の事業としてサービス提供を行う企

業による取引分を除外した数値をご記

入いただけますか。

　□除外して記入

　□除外できないため含めて記入

②所在地
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【共通票】 企業全体の数値をご記入ください。

④経営組織

⑤従業上の地位区分別従業者数

総数
人 人 人 人 人 人 人 人

男
人 人 人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人 人 人

⑥部門別従業者数

総数
人 人 人 人 人 人 人

受入者（出向）
人 人 人 人 人 人 人

受入者（派遣）
人 人 人 人 人 人 人

⑦年間売上高 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

売上⾼

⑧年間営業費用 区分 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

費⽤総額

給与総額（賞与・退職金・役員報酬等を含む）

広告宣伝費・販売促進費

通信費（サーバレンタル料等を含む）

賃借料（情報通信機器）

賃借料（その他の機器・設備）

賃借料・地代家賃（土地・建物）

減価償却費

外注費

その他

⑨固定資産額 区分 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

固定資産総額

情報通信機器

その他機械・設備・装置

土地

建物・その他の有形固定資産

無形固定資産（ソフトウェア等）

⑩年間設備投資額 区分 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

設備投資総額

情報通信機器

その他機械・設備・装置

土地

建物・その他の有形固定資産

無形固定資産（ソフトウェア等）

合資会社 合同会社

□ □ □ □ □ □

個人経営

法人

会社
会社以外の法人

株式会社 有限会社 合名会社

□

うち出向者

合計その他

個人業主 個人業主の家族で無

給の人

有給役員 常⽤雇⽤者 臨時雇⽤者

システム開発部門 ユーザー

サポート部門

合計

正社員・正職員 正社員・正職員以外

有

形

固

定

資

産

有

形

固

定

資

産

管理部門 企画部門 営業部門（マーケティ

ング、PR等）
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【Ａ票】　提供者がモノを出品し、購入または賃貸を希望する利用者をマッチングする事業

A-①事業開始年月 年 月

百万 十万 万 千 百 十 人 百万 十万 万 千 百 十 人 百万 十万 万 千 百 十 人

提供者から利⽤者への提供が成立した件数 利⽤者から提供者に支払われた金額

百万 十万 万 千 百 十 件 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

A-⑦年間取引額における送料の取り扱い
□年間取引額に送料（営業費⽤に計上されるもの）が含まれている。 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

□年間取引額に送料は含まれていない。

（取引特性別の年間取引件数・年間取引額・手数料収入額）

提供者から利⽤者への提供が成立した件数 利⽤者から提供者に支払われた金額

百万 十万 万 千 百 十 件 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

BtoC取引

CtoC取引

BtoB取引

CtoB取引

賃貸取引

売買取引

国内居住者

国外居住者

18歳未満

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

18歳未満

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

衣類・履物・身の周り品

家具・家庭⽤品・装飾品

家電製品

自動車・自転車

その他

女

性

提

供

者

特

性

（

性

・

年

齢

階

級

別

）

ハンドメイド品

男

性

商

品

カ

テ

ゴ

リ

商品特性

新品・中古品

利⽤者特

性

事業総額

A-②登録提供者数

A-③登録利用者数

A-⑥年間手数料収入額

年間取引額に含まれている年間送料の金額

A-⑧年間取引件数 A-⑨年間取引額 A-⑩年間手数料収入額

取

引

特

性

提

供

者

・

利

⽤

者

賃

貸

売

買

個人・男性 個人・女性 法人

A-⑤年間取引額A-④年間取引件数
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（提供者・居住都道府県別の年間取引件数・年間取引額・手数料収入額）

提供者から利⽤者への提供が成立した件数 利⽤者から提供者に支払われた金額

百万 十万 万 千 百 十 件 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

新潟県

神奈川県

長野県

山梨県

福井県

石川県

富山県

滋賀県

三重県

愛知県

静岡県

岐阜県

和歌山県

奈良県

兵庫県

⼤阪府

京都府

山口県

広島県

岡山県

島根県

鳥取県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

沖縄県

鹿児島県

宮崎県

⼤分県

熊本県

長崎県

佐賀県

福岡県

⾼知県

愛媛県

香川県

徳島県

提供者の

居住都道府県別

北海道

A-⑩年間手数料収入額A-⑧年間取引件数 A-⑨年間取引額

福島県

茨城県

栃木県

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県
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【Ｂ票】　提供者が場所を提供し、一時的な利用を希望する利用者をマッチングする事業

※貴社事業に民泊仲介事業が含まれている場合は、民泊仲介事業に係る数値を除いた値をご記入ください。

B-①事業開始年月 年 月

百万 十万 万 千 百 十 人 百万 十万 万 千 百 十 人 百万 十万 万 千 百 十 人

百万 十万 万 千 百 十 件 百万 十万 万 千 百 十 時間 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

（取引特性別の年間取引件数・年間取引額・手数料収入額）

百万 十万 万 千 百 十 件 百万 十万 万 千 百 十 時間 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

BtoC取引

CtoC取引

BtoB取引

CtoB取引

国内居住者

国外居住者

18歳未満

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

18歳未満

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

その他

個人・男性 個人・女性 法人

B-②登録提供者数

B-③登録利用者数

B-④年間取引件数 B-⑤年間延べ利用時間 B-⑥年間取引額 B-⑦年間手数料収入額
利⽤者への提供が成立した件数 利⽤者による利⽤時間の総計 利⽤者から提供者に支払われた金額

事業総額

B-⑧年間取引件数 B-⑨年間延べ利用時間 B-⑩年間取引額 B-⑪年間手数料収入額
利⽤者への提供が成立した件数 利⽤者による利⽤時間の総計 利⽤者から提供者に支払われた金額

取

引

特

性

提

供

者

・

利

⽤

者

利

⽤

者

特

性

提

供

者

特

性

（

性

・

年

齢

階

級

別

）

男

性

女

性

空

間

の

種

類

駐車場

イベントスペース・会議

室
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（提供者・居住都道府県別の年間取引件数・年間延べ利用時間・年間取引額・手数料収入額）

百万 十万 万 千 百 十 件 百万 十万 万 千 百 十 時間 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

B-⑮年間手数料収入額
利⽤者への提供が成立した件数 利⽤者による利⽤時間の総計 利⽤者から提供者に支払われた金額

山形県

提供者の

居住都道府県別

B-⑫年間取引件数 B-⑬年間延べ利用時間 B-⑭年間取引額

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

福井県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

和歌山県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

⼤阪府

兵庫県

奈良県

長崎県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

⾼知県

福岡県

佐賀県

熊本県

⼤分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県
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【Ｃ票】　提供者が空き時間を提供し、提供者のスキル・能力などを活用した利用者をマッチングする事業

C-①事業開始年月 年 月

百万 十万 万 千 百 十 人 百万 十万 万 千 百 十 人 百万 十万 万 千 百 十 人

百万 十万 万 千 百 十 件 百万 十万 万 千 百 十 時間 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

C-⑧年間取引額における交通費の取り扱い

□年間取引額に交通費（提供者に支払う）が含まれている。 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

□年間取引額に交通費は含まれていない。

（取引特性別の年間取引件数・年間取引額・手数料収入額）

百万 十万 万 千 百 十 件 百万 十万 万 千 百 十 時間 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

BtoC取引

CtoC取引

BtoB取引

CtoB取引

国内居住者

国外居住者

18歳未満

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

18歳未満

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

家事サービス

（対面）

（非対面）

運送

（対面）

（非対面）

（対面）

（非対面）

（対面）

（非対面）

女

性

提

供

者

特

性

（

性

・

年

齢

階

級

別

）

年間取引額に含まれている年間交通費の金額

個人・男性 個人・女性 法人

C-⑫年間手数料収入額
利⽤者への提供が成立した件数 提供者によるサービス提供時間の総計 利⽤者から提供者に支払われた金額

C-⑨年間取引件数 C-⑩年間延べ利用時間 C-⑪年間取引額

C-⑦年間手数料収入額C-⑤年間延べ利用時間
提供者によるサービス提供時間の総計 利⽤者から提供者に支払われた金額

C-④年間取引件数 C-⑥年間取引額
利⽤者への提供が成立した件数

C-②登録提供者数

C-③登録利用者数

事業総額

専門サービス

教育・学習支援

保健・福祉

その他の

生活関連サー

ビス

利

⽤

者

特

性

男

性

ス

キ

ル

の

種

類

取

引

特

性

提

供

者

・

利

⽤

者
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（提供者・居住都道府県別の年間取引件数・年間延べ利用時間・年間取引額・手数料収入額）

百万 十万 万 千 百 十 件 百万 十万 万 千 百 十 時間 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円 百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

鹿児島県

沖縄県

佐賀県

長崎県

熊本県

⼤分県

宮崎県

徳島県

香川県

愛媛県

⾼知県

福岡県

鳥取県

滋賀県

島根県

岡山県

広島県

山口県

京都府

⼤阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

提供者の

居住都道府県別

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

C-⑮年間取引額 C-⑯年間手数料収入額
利⽤者への提供が成立した件数 提供者によるサービス提供時間の総計 利⽤者から提供者に支払われた金額

C-⑬年間取引件数 C-⑭年間延べ利用時間
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今後の課題 

本調査では、国内外におけるシェアリングエコノミーの統計的把握に関する議論の整理、

国内プラットフォーム企業へのヒアリング調査を行い、統計調査計画及び調査票の素案検

討を行った。 

本調査の結語として、次年度以降の試験調査実施に向けて必要と考えられる検討事項、及

び試験調査結果を踏まえて行うべき検討事項を以下に示す。 

 

調査対象の選定方法 

試験調査の調査対象選定方法の一つとして、経済センサス活動調査及び特定サービス産

業実態調査の回答企業から該当条件を満たす企業を抽出し、その全数を調査対象とするこ

とを想定したが、該当企業が多数となる場合は、実施可能な規模となるようにさらに抽出を

行う必要がある。条件を満たす企業からの抽出を行う場合には、誤差を考慮する必要がある

ため、標本設計に関する追加検討を行う必要がある。 

また、試験調査結果を用いた調査対象名簿の整備が行われることとなるが、シェアリング

エコノミー事業への新規参入企業の捕捉方法等、継続的な調査対象名簿の更新方法につい

て、別途検討を行う必要がある。 

 

調査事項の精査 

本調査では、国内プラットフォーム企業へのヒアリング結果を踏まえ、回答可能と考えら

れる調査事項からなる調査票案を作成した。 

しかし、試験調査において著しく回答率が低い調査項目、回答内容に関する解釈が企業に

よって著しく異なる調査項目等が生じた場合は、質問事項の内容、設問方法等についての再

検討が必要となる。 

 

表章形式の精査 

調査結果の表章形式については、総数、商品・サービスのカテゴリ別、取引特性別、利用

者特性別、提供者特性別等、調査票で尋ねる各種特性別のクロス集計が基本となるが、回答

企業数によっては秘匿が多くなるケースも想定される。試験調査への回答状況を踏まえ、公

表可能な表章形式についての検討が必要となる。 

 

統計調査以外の手法を活用した有効な補間手法の検討 

海外における試行では、ウェブスクレイピングや行政記録情報の活用等に関する検討が

行われている。本調査では統計調査による実態把握についての検討を行ったが、さらに広範

囲なシェアリングエコノミーの実態把握に向けて、例えば民泊分野における行政記録情報

とウェブスクレイピングを用いた市場規模推計等、統計調査以外の手法を用いた補間に関

する検討を行う意義は大きいと考えられる。 
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