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卒業論文要旨 

 近年、宿泊施設の新たな選択肢として、「民泊」の認知度が高まりつつある。しかし、

外国人観光客の利用は増加しているものの、日本国内での利用はまだ浸透していないとい

う問題がある。本研究では、民泊の国内利用を促進させるため、民泊の利用意向が他世代

よりも高い Z 世代のニーズに合わせた民泊サービスについて検討した。 

 まず、Z 世代とはどのような特徴を持っているかについて調査を行い、日本の Z 世代に

は 4 つのタイプが存在することが判明した。4 つのタイプはそれぞれ異なる性質を持つた

め、それぞれの好みに合う民泊サービスが必要だと予想し、Z 世代へのインタビュー調査

を通してその検証を試みた。 

 調査から 3 点のことが考えられる。まず第一に、Z世代のすべてのタイプが民泊に対し

て「部屋の機能性」や「経済的なメリット」を重視していることが分かった。しかし、タ

イプごとで重視している民泊の利用価値も多少異なり、特に省エネペシミストは「人との

交流」や「体験プログラム」といった民泊特有の価値を求めている可能性があることが分

かった。 

 第二に、Z 世代の多くが一棟貸しの施設を好んでいることが分かった。これは、周りを

気にせずに自由に楽しめるという点が評価された。 

 第三に、Z 世代の特性と民泊の利用価値を組み合わせた民泊モデルについて、一定の評

価を得たものの不完全であった。例えば、ソーシャルよいこと人勢ガチ勢は部屋の機能性

といった実用的な面でのサービスの向上を図ったり、省エネペシミストにはアクティビテ

ィ体験といった飽きが来ないような体験プログラムの工夫をしたりとさらなる改良を行う

ことで、満足度の向上が期待できる。 
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第1章 序章 

1.1 研究の背景 

 近年、あらたな宿泊施設の選択肢として民泊が広まりつつある。民泊とは、個人が所有

する部屋を貸し借りして宿泊をするというサービスである。近年世界的なスポーツイベン

トやお祭り、万博などのイベント時の観光客増加に伴う宿泊施設不足が問題となる中、民

泊はその解決手段としても期待されている。民泊はマンションの一室でも貸し出すことが

可能なため、貸し出す側も民泊を始めるハードルが低く、借りる側も幅広い選択肢の中か

ら宿泊先を選ぶことができるというように、双方にメリットがある。しかし実際には、外

国人の利用者は多いものの、日本人の国内利用者が少ないという課題がある。そのため、

イベント時以外の宿泊客が少なかったり、感染症の流行などで外国人観光客が入国できず

に利用者が大幅に減少したりと、安定的な利用者数が見込めず、民泊市場が縮小してしま

う可能性がある。これらを回避するため、日本人の国内利用を促進させる必要があると考

える。また、国内利用が増加することで、日本の民泊サービスのレベルがさらに向上し、

利用客も増加するという好循環を生むことができるだろう。このように、民泊の国内利用

者を増加させることは民泊の発展のために、そして利用者のために非常に重要であると考

える。 

 

 

1.2 研究の目的 

 本研究の目的は、民泊の国内利用を促進させることである。特に、若者はシェアリング

サービスに対する利用意向が高いため、民泊の利用意向についても他世代よりも高いと予

想される。よって、本研究では国内利用を増加させる第一歩として、まず若者世代の中で

も Z 世代を対象とした民泊サービスを提案する。また、Z 世代を 4 つのタイプに分け、そ

れぞれのタイプの特性が民泊サービスの利用にどのような影響を与えるか調査する。そし

て、その特性に合わせた民泊モデルを作成し評価を受け、改善を行う。 

 

 

1.3 論文の構成 

 本論文は全 6 章から構成される。 

 第 1 章では、序論として本研究を行うにあたっての背景と目的を述べた。 

 第 2 章では、本研究の前提として民泊の概要と現在の民泊の利用状況について示す。 

 第 3 章では、民泊の利用価値を最大限生かした民泊サービスを提案するため、民泊の利

用価値についてまとめる。 
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 第 4 章では、Z 世代を対象にした民泊モデルを作成するにあたり、Z 世代の概要と 4 タ

イプの特性を述べる。また、それを踏まえたうえで Z世代の特性に合わせた民泊モデルに

ついて考える。 

 第 5 章では、Z 世代を対象とした民泊利用に関する意識調査について示す。各タイプの

Z 世代は民泊に対してどのような利用価値を求め、どのような民泊を利用したいと思うの

か。また、第 4 章で作成した民泊モデルの評価をしてもらい、その結果から民泊モデルの

改善を図る 

 第 6 章では、本研究をまとめた結論と今後の展望について述べる。 

  



9 

 

第 2章 民泊の現状 

2.1 民泊サービスの概要 

2.1.1 民泊の概要 

 近年、シェアリングエコノミーという新たな経済形態が浸透しつつある。シェアリング

エコノミーとは、明確な定義はないものの、一般社団法人シェアリングエコノミー協会

[1]と、「シェアリングエコノミーとは、インターネット上のプラットフォームを介して

個人間でシェア（賃借や売買や提供）をしていく新しい経済の動き」と説明している。シ

ェアリングエコノミーは、主に空間・移動・スキル・お金・モノの 5 つに分類されてお

り、空間のシェアリングの一つとして位置づけされているのが民泊である。民泊とは、観

光庁等による民泊制度ポータルサイト[2]では、住宅(戸建て住宅やマンションなどの共同

住宅等)の全部又は一部を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供することを指すとして

いる。 

民泊の一番の特徴は、企業だけでなく個人の所有している家や部屋も貸し出す、または

借りることができるという点である。それにより、部屋を貸し出す側のホストと部屋を借

りる側のゲストの双方にメリットがあると考える。まずホスト側のメリットとしては、現

在利用していない、持て余しているスペースを有効活用できるという点である。例えば、

子どもが巣立ってから利用しなくなった一室、親の遺産として残っている一軒家、長期間

の休暇時のみ利用している別荘など、今は使っていないもしくは一時的にしか使わないと

いったスペースを貸し出すことで、ちょっとした副収入を得ることができる。次に、ゲス

ト側のメリットとしては、ホテルや旅館に宿泊するときとは少し異なる体験ができるとい

う点である。第 3 章で詳しく述べるが、ホテルとはちがったユニークな部屋に泊まること

ができたり、宿泊先のホストにその街のことをガイドしてもらったりというように民泊特

有の利点が存在する。このような理由から世界で民泊の利用が拡大し続けている。 

 

2.1.2 民泊に関連する日本の法律 

 かつて日本では、民泊事業を始めるには旅館業法による営業許可、もしくは国家戦略特

区法の許可が必要であった。国家戦略特区法は、外国人旅客の滞在に関する制度で、国家

戦略特区の区域でしか認められていない特例のため、一般的な民泊の場合は旅館業の中の

簡易宿泊営業としての営業許可の取得が必須であった。しかし、一般の住宅で旅館業の許

可を取るのが困難という理由から、無許可のまま営業を始めてしまう民泊施設が増えてし

まった。これを解決するため、平成 30 年 6 月に民泊における新たな法律として制定され

たのが「住宅民宿事業法（民泊新法）」である。この法律により、これまで旅館業法の営

業許可や特区民泊の認定の対象にならない住宅でも届出を行うことで民泊事業を始めるこ

とができるようになった。また、住宅民宿事業法では旅館業法より厳しい基準ではないも
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のの、一定のルールが設けられているため、利用者も安心して民泊を利用できる。このよ

うな法整備が行われたことで、日本における民泊制度は、以下の 3 種類となった。 

 

表 1. 日本における民泊の制度 

 住宅民宿事業法 旅館業法 国家戦略特区法 

許認可など 届出 許可 認定 

住専地域での営業 

可能（認定を行う自治

体ごとに制限している場

合あり） 

不可 
可能（条例により制限さ

れている場合あり） 

営業日数の制限 

年間提供日数 180 日

以内（条例で実施機関

の制限が可能） 

制限なし 

2 泊 3 日以上の滞在が

条件（年間営業日数の

上限はなし） 

近隣住民とのトラブ

ル防止措置 

必要（宿泊者への説明

義務、苦情対応の義

務） 

不要 

必要（近隣住民への適

切な説明、苦情対応体

制の確保等） 

参考文献[2]を基に筆者作成 

 

 住宅民宿事業法と旅館業法を比べてみると異なる点がある。一点は許認可の方法で

ある。旅館業法は申請を行い許可を得る必要があるが、住宅民宿事業法では、保健所

への届出をすれば民泊を始めることができる。そのため、ホストの負担が小さく民泊

を始めやすいという利点がある。二点目は、近隣住民とのトラブル防止措置である。

旅館業法では近所への対応は不要であるが、住宅民宿事業法では宿泊者への説明義務

や苦情対応の義務がある。このルールにより、ホストやゲストがマナーを守った行動

をとることで、周辺住民も安心して生活できるようになる。 

 

 2.1.3 民泊プラットフォームの概要 

 民泊施設に宿泊する方法として、民泊サービスを仲介する民泊プラットフォームを通し

て予約することが一般的である。現在、日本で使われている民泊プラットフォームを表 2

に示す。 

 

表 2.  日本で利用されている民泊プラットフォーム一覧 

名称 対応エリア 掲載数 特徴 

Airbnb 1000 以上の都市 
700 万件以上 

(2020 年) 

2008 年創業。世界最大の民泊プラットフォームで

通算ゲスト数は 7.5 億人以上。近年は、部屋のリ

スティング以外に体験プログラムなども掲載。 
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Vrbo(Home 

Away) 

190 ヵ国 

(2019 年 6 月) 
200 万件以上 

2005 年にアメリカでサービス開始。2015 年に

Expedia Group に統合。2016 年より日本でも利

用可能になる。 

STAY 

JAPAN  

国内 不明 

株式会社百戦錬磨が運営。「知らない日本に泊

まってみよう。」をコンセプトに、農泊、寺泊などのプ

ランも多数。日本初の公認民泊サイト  

エアトリ民

泊 
国内 不明 

2016 年サービス開始。株式会社エアトリが運営。

「最もおトク」で「最も便利」がコンセプト。 

Vacation 

STAY 

国内、今後アジア

圏にも拡大予定 

総登録部屋

数 51,793 件

（2021.1.12） 

Rakuten, LIFULL による民泊予約サイト。

Rakuten stay がサポート、ブランド化した部屋など

も掲載されている。 

一休.com

バケーション

レンタル 

国内 
395 件(2018

年 2 月)  

2016 年よりサービス開始。宿泊予約サービスの

「一休」が運営。別荘やコンドミニアムなどの施設に

特化。「暮らすように泊まる」をコンセプトにしてお

り、高級路線。 

Vacation 

Home 
国内 

3,200 件（ホテ

ルや旅館を含

む、2019 年） 

高級な宿泊施設を扱う予約サイト「Relux」を運営

する loco partners が運営。「もうひとつのわが家」

をコンセプトにしており、古民家貸別荘などを扱う

会員制の予約サービス。 

参考文献[3]～[10]を基に筆者作成 

 

 このように、日本で利用されている民泊プラットフォームはいくつか存在する。これら

のプラットフォームを分類分けすると、大きく 2 つに分類することができる。まず一つは

外国企業がサービスを展開している「Airbnb」と「Vrbo」である。これら 2 つのプラット

フォームに共通する特徴として、世界各国で利用されており掲載されている部屋の数が多

いという点がある。そのため、リゾート地にある大豪邸のような部屋に泊まることができ

たり、マンションの一室で寝泊まりするだけの低価格の部屋に泊まることができたりと、

幅広い選択肢から選ぶことができる。二つ目の分類として、国内企業が展開してる「STAY 

JAPAN」「エアトリ民泊」「Vacation STAY」「一休.com バケーションレンタル」

「Vacation Home」である。これらのサービスの特徴としては、“体験”“高級”といっ

た特徴的なコンセプトを持っているという点である。「STAY JAPAN」は、農泊や寺泊とい

った体験プログラム付きの民泊を多く紹介している。また、「一休.com バケーションレン

タル」や「Vacation Home」は、貸別荘といった高級路線なサービス展開をしている。こ

のように、各プラットフォームにより特徴があるため、自分の利用用途に合わせて部屋を

選択することができる。 

 



12 

 

2.1.4 民泊を利用するまでの流れ 

本項では、民泊施設を探して予約するまでの利用方法について、Airbnb を例にして述べ

る。Airbnb を例にする理由としては、Airbnb が世界中で利用されている民泊プラットフ

ォームであり、民泊の基本的なシステムを構築してきたと考えるからである。 

① 場所・日時・人数の条件を設定して検索する。(図 1) 

…フィルターからさらに詳細な条件が設定可能（アメニティ、部屋タイプ、料金、ホスト

可能言語 等） 

② 条件にあう部屋が表示される。(図 2) 

③ 気になる部屋の詳細情報が表示される。(図 3，4) 

A.利用経験者のレビューの数と評価（5 点満点） 

Airbnb を利用する際は、利用後にゲストもホストもお互いのレビューを投稿することが必

須である。双方がお互いを評価し合うことで、ホストはより良いサービスを提供しようと

するし、ゲストも常識的な範囲で利用しようとするはずである。このようなトラブル回避

やさらなる民泊サービスの向上を目的として評価制度を用いることで、それぞれが安心で

安全な民泊を保っている。 

B.スーパーホスト:ゲストに最高の体験・サービスを提供するお手本となる経験豊富なホ

ストに与えられる称号。宿泊先を選ぶ目安になる。 

④ ③の「予約する」を選択すると、図 5 のような予約確認のページに移る。予約の際、

ホストの承認の必要な「予約リクエスト」の場合、リクエストを送ってからホストが承認

した時点で予約が完了する。ホストの承認が不要な「今すぐ予約」の場合は、④を入力し

て予約完了となる。 

⑤ ホストとゲスト同士が連絡を取り合うためのチャット機能がついているため、鍵の受

け渡しの連絡や、要望の相談などが可能である。(図 6) 

 

 
図 1. Airbnb ホーム画面 参考文献[3]より引用 
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図 2. Airbnb 検索場面 参考文献[3]より引用 

 

 

図 3. Airbnb 部屋の紹介画面① 参考文献[3]より引用 

 

 

図 4. Airbnb 部屋の紹介画面② 参考文献[3]より引用 
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図 5. Airbnb 予約確認場面（左の図） 

図 6. Airbnb チャット画面(右の図)  図 5、6 ともに Airbnb ナビ[11]より引用 

 

2.2 民泊の利用動向 

2.2.1 民泊利用者の増加 

 民泊への期待は、民泊施設の宿泊者数に現れている。図 7 は、住宅宿泊事業法に基づく

届出住宅に宿泊した外国人宿泊者数の推移である。集計が開始された平成 30 年 6-7 月と 1

年後の令和元年 6-7 月を比較すると、外国人宿泊者数が 3 倍以上増加していることが分か

る。このことから、民泊を利用する外国人が急激に増加していることが分かる。また、図

8 の住宅宿泊事業届出住宅等推移をみると、法律が執行された 2018 年 6 月から増加し続け

ている。このことから、国内でも民泊への注目度が高まり、実際に自分の住宅を民泊とし

て貸し出そうとする人が増えていることがわかる。 

 

 
図 7. 住宅宿泊事業届出住宅の外国人宿泊者数の推移 参考文献[12]より筆者作成 
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図 8. 住宅宿泊事業届出住宅数等推移 

参考文献[13]より引用 

 

2.2.2 国内民泊における問題点 

 図 9 は、日本国内の民泊の認知度に関する調査である。2018 年と 2020 年を比べると、

「具体的にどのようなものか知っている」と答えた人の割合が大きくなったことがわか

る。このことから、この 2 年間という短い間にも民泊の認知度が高くなっていることが分

かる。2.2.1 で示した、外国人の民泊利用者の増加や、民泊施設の増加の傾向も含めて考

えてみても、民泊への期待度は非常に高まっていると考えられる。一方で、日本の民泊利

用者についてはどうだろうか。図 10 では民泊の理解度と利用経験の有無を示している。

「具体的にどのようなものか知っているが、使ったことはない」と答えた人が 54.3％、

「具体的にどのようなものか知っていて、使ったこともある」と答えた人は全体の 8.9％

というように、実際に利用したことがある人は、1 割未満にとどまっていることが分か

る。以上のことから日本における民泊について、国内の民泊施設は増加し外国人利用者は

増加しているものの、国内における日本人の民泊利用者が少ないという現状があるよう

だ。 

 

図 9. 日本国内の民泊認知度 

参考文献[14]より引用 
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図 10. 民泊の理科度と利用経験の有無 

参考文献[14]より引用 

 

 しかし、このような現状の中でも、シェアリングエコノミーの利用に前向きなのが 10～

20 代の若者世代である。図 11 を見てみると、「利用したい」「検討してもよい」と答え

ている人の割合が、10 代、20 代ともに 7 割を超えており、若い世代ほど利用意向が高い

ことが分かる。このことから、若者世代は他世代よりシェアリングサービスへの抵抗が比

較的少なく、民泊への利用可能性も高いのではないかと予想する。したがって、本研究で

は研究対象者を若者世代とし、その中でも Z 世代と呼ばれる世代に絞って調査を行う。 

 

図 11. 「シェアリングエコノミーのサービス」の「利用者」としての利用意向 

参考文献[14]より引用 
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第 3章 民泊に見られる利用価値 

3.1 民泊の利用価値に関する先行研究 

民泊をはじめとするシェアリングエコノミーが消費者にもたらす影響や利用価値を明ら

かにする研究がいくつか報告されている。 

中川[15]は、シェアリングエコノミーに利用促進要因として、消費者にとっての多様な

ベネフィットが明らかになっているが、消費者がいかなるベネフィットに強く動機づけら

れるかは、消費者の個人的特性によって変わってくると述べている。また、民泊を利用す

る際に消費者は 3 つのベネフィットを知覚しているという。まず 1 つ目は、民泊は既存の

ホテルと比較して金銭面においてかなりの経済的ベネフィットを知覚していると述べてい

る。2 つ目は、新たな人との出会いや交流といった社会的ベネフィットを知覚していると

述べている。3 つ目は、空き家を有効活用するなど環境に配慮した行動であるという点か

ら環境的ベネフィットも知覚していると述べている。 

PwC コンサルティング合同会社[14]によると、「場所・空間」のシェアリングエコノミ

ーのサービスを利用するメリットとして、金銭的に節約ができる、サービス・製品の選択

肢が増える、気軽に利用できる、ユニークな経験ができる、提供者とコミュニケーション

の機会がある、というような点が挙げられた。 

片桐、梶山、東[16]は、ゲストハウスの選択の際は、施設の雰囲気や居心地の良さに重

点が置かれていること、都市部では日常的な会話や英会話カフェのような機能への期待が

されていることを報告している。 

 

3.2 民泊における 5つの利用価値 

 3.1 のように、民泊を利用することで得られる価値はいくつか報告されているが、民泊

施設の選択に影響を与えうる利用価値として本研究では 5 つの利用価値について考える。 

まず「経済的なメリット」は、民泊施設は一般的なホテルよりも安く泊まれる可能性が

あるということである。例えば、マンションの一室で寝泊まりするだけの必要最低限の環

境ならば一般的なビジネスホテルなどよりも安く泊まることができる。 

「部屋の機能性」は、家具や家電などの設備が充実しているということである。一般的

なビジネスホテルは、テレビやドライヤーなどの必要最低限の家電と、タオルや歯ブラシ

などのアメニティが置かれていることが多い。一方、民泊では高級ホテルのようなコンド

ミニアムタイプの部屋でも比較的安く泊まることができる。（コンドミニアム：キッチン

とリビングがあり、家具家電も充実した部屋） 

「部屋のデザイン性」は、部屋の内装や外装にこだわりがあり、オシャレな部屋やあま

り見たことのない特徴的な部屋に泊まることができるという価値である。実際に、東京に

は「原宿カワイイ」や「屋内キャンプ」をコンセプトにしている民泊施設が存在する。こ
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のように、普通のホテルでは泊まれないような特徴的な部屋に泊まることができるという

のも民泊の利用価値である。 

以上の 3 つの利用価値は民泊の特徴と言えるが、高級なホテルや高級旅館ならば実現可

能であるともいえる。よって、民泊にもホテル・旅館にも共通している利用価値だと考え

る。しかし、次の二点は旅館・ホテルでは得られない民泊特有の利用価値であると考え

る。 

1 つ目の「人との交流」は、ホストとゲストまたはゲスト同士の交流や地域の人との交

流があるということである。例えば、旅行先周辺の情報について全く分からないという状

況の時、地元の情報に詳しいホストがおすすめスポットや地元の人にしかわからない情報

を教えてくれるというようなことができる。また、ゲストハウスのような施設に何人かの

ゲストが泊まっている場合は、ゲスト同士の新しい出会いを生むことができるということ

もある。このように、個人間のやり取りで成り立つ民泊だからこそ人とのつながりが深

く、それが民泊にしかない利用価値になると考える。 

2 つ目の「体験プログラム」は、宿泊だけでなく農業体験や料理体験、スポーツ体験な

どのアクティビティがあるという点である。民泊では、地方の土地柄を活かした農業体験

や、寺という場所を活かした体験など、少し変わった体験付きのサービスを行っているも

のもあるため、普通の宿泊とは異なる特別感を味わうことができるというメリットがあ

る。 

 

表 3. 民泊における利用価値 

 利用価値の種類 概要 

民泊とホテル

に共通する利

用価値 

経済的なメリット 
宿泊費がホテルや旅館より安い。コストパフォーマンスがよ

い。 

部屋の機能性 
部屋が広い。家電、家具、キッチンなど部屋の設備が充実

している。 

部屋のデザイン性 
内装や外装にこだわっていてオシャレな空間や特徴的な空

間を楽しめる。 

民泊特有の

利用価値 

人との交流 ホストやゲスト同士、地域の人との交流がある。 

体験プログラム 
宿泊するだけでなく、農業体験や料理体験、スポーツ体験

等のアクティビティがある。 
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第 4章 Z 世代への民泊サービスの提案 

4.1 Z世代(Generation Z）の概要 

 本研究は、若者世代の中でも特に Z 世代を対象としているが、本節では Z 世代と呼ばれ

る世代はどのような世代であるのかについて述べる。そもそも Generation X,Y,Z とは、

アメリカのマーケター等によって提唱された世代区分である。明確な定義はないものの、

一般的に 1960～1970 年代前半に生まれた世代を Generation X、1970 年代後半～1990 年代

前半に生まれた世代を Generation Y、1990 年代後半～2000 年代に生まれた世代を

Generation Z という。世代ごとに生活環境や社会環境が異なるため、価値観やライフスタ

イル、消費行動にそれぞれ特徴がある。その中でも現在の若者世代である Generation Z

は、幼い頃からスマートフォンを持ち、SNS に触れながら生活してきたソーシャルネイテ

ィヴ世代といわれている。また、アメリカでは一般的に以下のような特徴があるといわれ

ている。[17] 

① お金やキャリアに保守的な考えを持つ 

② 人種や性別にリベラルで自然体を好む 

③ 娯楽や経験に多くのお金を使う 

④ 場の意見に同調しやすい傾向がある 

⑤ SNS の投稿を目的に行動することがある 

⑥ ブランドよりも自分らしさを大切にする 

 

4.2 日本の Z 世代にみられる 4つのタイプ 

 日本の Z 世代もアメリカの Z 世代と同様に、スマートフォンや SNS をあたりまえのよう

に利用しながら生活してきた世代であり、そのような環境がライフスタイルや消費行動に

影響を及ぼしていると考えられる。日本の Z 世代についての研究や情報発信をしている Z

世代会議[18]は、「Z 世代レポート 2018」にて、ミレニアル世代の価値観・ライフスタイ

ルに関する調査報告をしている。16 歳から 35 歳のミレニアル世代の若者を対象に、デバ

イスやメディアとの接し方やライフスタイルに関する考え方などを尋ね、Z 世代と Y 世代

の違いや Z 世代にみられる特徴的な価値観を明らかにしている。その調査結果から、日本

の Z 世代も、アメリカの Z 世代と類似した特徴がみられることが分かった。 

例えば、Z 世代の 63.8%が該当していた「家庭では男女の区別なく分担したほうが良い」

という項目については、アメリカの Z 世代の特性にみられる「②人種や性別のリベラルで

自然体を好む」という点に類似していると考えられる。また、日本の Z 世代は「クーポン

やポイントなどの特典は積極的に活用したい」、「自分が気に入れば有名ブランドの商品

でなくても良い」なども半分以上が該当しているが、これはそれぞれアメリカの「①お金

やキャリアに保守的な考えを持つ」、「⑥ブランドよりも自分らしさを大切にする」とい

った項目に類似点がある。このように、日本の Z 世代もアメリカの Z 世代の特性と似たよ
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うな特性を持っていることが分かる。さらに Z 世代会議は、日本の Z 世代はさらに 4 つの

タイプに分類することができると主張している。表 4の Z 世代の 4 つタイプの分類は、調

査対象者 2824 名に対する質問の選択肢にあげた 104項目の回答傾向から、クラスター分

析によって分類したものである。 

まず、1 つ目の「ソーシャルよいこ」は、SNS の利用が頻繁なため、新しいもの好きで

トレンドに敏感であるという特徴がある。一方で、他人の目が気になったり、不安や孤独

を感じやすかったりというような繊細な部分もある。2 つ目の「人生ガチ勢」は、今の生

活が楽しく満足しており、ポジティブな人生観を持っている傾向がある。また、自ら楽し

い雰囲気を作ろうとする社交家である。一方で、伝統的な仕事観を持つなどの保守的な面

も持ち合わせている。3 つ目の「省エネペシミスト」は人付き合いが苦手である。また、

「声をあげても世の中は変わらない」「努力しても報われないことが多い」など、悲観的

な人生観を持っている点も特徴である。4 つ目の「様子見フォロワー」は、価値観のばら

つきが大きく、目立つ特徴の見出しにくいフォロワー層である。このように、日本の Z 世

代は 4 タイプに共通する特性は持ち合わせているものの、少しずつ異なる特性を持ってい

ることが考えられる。また、これら 4 タイプ別の特性が民泊の利用意向や民泊施設を選ぶ

際に何らかの影響をあたえるのではないかと予想する。 

 

表 4. Z 世代の 4 つのタイプ 

参考文献[17]より筆者作成 

  

4.3 各タイプの特性に合わせた民泊モデルの考案 

4.3.1 民泊モデル作成の意図 

 4.2 より、日本の Z 世代は 4 つのタイプに分けることができ、タイプごとに特性が異な

ることが判明した。そのため、タイプごとで民泊への利用意向や選択基準、それぞれが好

タイプ 特徴 

ソーシャルよいこ SNS を器用に使いこなす。新しいもの好きでトレンドに敏感である。一方で、他

人の目が気になったり、不安や孤独を感じやすかったりする傾向もある。 

人生ガチ勢 ポジティブな人生観を持っている。自ら楽しい雰囲気を作ろうとする社交家であ

る。一方で、伝統的な仕事観を持つなどの保守的な面も持ち合わせている。 

省エネペシミスト 人付き合いが苦手で、悲観的。真面目な性格でモノにこだわりがない。「声をあ

げても世の中は変わらない」「努力しても報われないことが多い」など、悲観的な

人生観を持っているのも特徴である。 

様子見フォロワー 価値観のばらつきが大きく、目立つ特徴の見出しにくいフォロワー層。特徴がな

いのが特徴。 
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む民泊が異なると予想し、それぞれの特徴や好みに合わせた民泊モデルを作成する必要が

あると考えた。 

また、民泊モデルの作成にあたり、Z 世代の 4 タイプの特性と、3.2 で述べた民泊に見

られる利用価値をマッチングさせるという方法を用いた。3.1 より、民泊を利用する際、

消費者は大きく 5 つの利用価値を感じていることが予想され、また、各消費者にとってど

のような価値が消費行動に大きく影響するかは、消費者の個人的特性によって変わってく

ることが考えられる。このような理由から、4 タイプの個人的特性に対応した利用価値を

もつ民泊を提供できれば、利用者の満足度を上げられると考えた。以上のことを踏まえ、

Z 世代の 4 タイプの特徴や好みと、それに適合しそうな民泊の利用価値を取り入れた民泊

モデルを 4 つ考案する。 

 

4.3.2 Z世代の特徴に合わせた民泊モデル 

表 5 は、Z 世代の各タイプの特性と民泊の利用価値を組み合わせたものである。 

 

表 5. Z 世代 4 タイプの特性と民泊の利用価値の組み合わせ 

ソーシャルよいこ×

部屋のデザイン性 

SNS に投稿するために行動することがあるという特徴から、インスタ映えを狙ったオ

シャレな空間を好むと予想。 

人生ガチ勢×人

との交流 

自ら楽しい雰囲気を作ろうとする社交家という特徴から、人とのつながりを感じられ

るような民泊を利用すると予想。 

省エネペシミスト

×体験プログラム 

人付き合いが苦手という特性から、旅行に行くときは少人数の旅行や一人旅など

が想定される。このことから、一人旅や少人数の旅行でも楽しめるような体験プロ

グラム付きの民泊を提案する。 

様子見フォロワー

×部屋の機能性 

目立つ特徴のないフォロワー層でこだわりがないという特性がある。友人たちとグル

ープ旅行などで、あらゆる設備がそろった貸別荘やコテージのような民泊を利用す

ると予想。 

 

 次に、表 5 で示した Z 世代の 4 タイプの特性に対応した民泊の利用価値の仮説を基に、

具体的な民泊施設のモデルを作成した。 

まず、ソーシャルよいこ向けの民泊モデル A を図 12に表す。ソーシャルよいこは SNS

に投稿するために行動するという特徴があるため、部屋のデザイン性を重視するという仮

説を立てた。そのため、インスタ映えしそうなオシャレな部屋をイメージした。また、

SNS などで“韓国っぽい”ものが話題になっているということから、“韓国っぽい”空間

をコンセプトにした。 

 図 13 は人生ガチ勢向けの民泊モデル B である。人生ガチ勢はポジティブで社交家とい

う特徴から、人と交流ができる民泊を利用すると仮説を立てた。そのため、ゲスト同士が

自然と交流できる場となるようにカフェを併設したモデルを考えた。さらに、就活で東京
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に来る若者は多いと考え、就活生が相談し合えるような交流会を催し、より人との交流を

感じられるような民泊を考えた。また、部屋をドミトリー式とすることで、生活の中でゲ

スト同士がふれあえる場にすることを意識した。 

 図 14 は省エネペシミスト向けの民泊モデル C である。省エネペシミストは人付き合い

が苦手という特性から、一人旅や少人数での旅行が多いと予想される。そのため一人旅や

少人数でも充実感が感じられる体験付きの民泊を考えた。体験の内容は、土地柄を活かし

た自然に触れる体験プログラムとして、野菜やお茶の収穫体験を考案した。部屋はホスト

と同居型ではあるが、ホストの生活空間とゲストの利用空間をできるだけ分けることで、

ある程度プライバシーが守られるような内容にし、人付き合いが苦手な省エネペシミスト

でも気楽に利用できる環境を考えた。 

 図 15 は、様子見フォロワー向けの民泊モデル D である。様子見フォロワーは、こだわ

りや好みが見出しにくいという特性がある。そのため、部屋の設備が十分に整った別荘の

ような空間が味わえる施設が好まれると仮説を立てた。グループ旅行という場面を想定

し、BBQ やプロジェクターなど、大人数で楽しめるような設備を整えるように意識した。 

 

図 12. 民泊モデル A 
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図 13. 民泊モデル B 

 

図 14. 民泊モデル C 
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図 15. 民泊モデル D 

図 12～15 筆者作成 写真はフリー素材（https://pixta.jp/）を使用 

 

  

https://pixta.jp/
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第 5章 民泊利用に関する意識調査 

5.1 調査目的 

 本調査では、日本の Z 世代が民泊に対してどのような価値に重点を置くのか、どんな民

泊なら泊まりたいと感じるかについて調査する。また、第 4 章で述べた仮説に対して評価

を受け、Z 世代のタイプに合った民泊サービスの改善を図る。 

 

5.2 調査方法 

5.2.1 調査対象者と民泊の定義 

本研究では、対象者を若者世代とし、その中でも特に Z 世代（1996～2009 年生まれの

人）を対象とする。また、「民泊」の定義は他の研究にいてさまざまであるが、本研究に

おいては「民泊プラットフォームを通して予約や宿泊ができる部屋」とする。理由は、消

費者が民泊を利用する際、民泊プラットフォームが運営するサイトで紹介している部屋な

らばそれは民泊であると認識する人が多いと考えるからである。 

 

5.2.2 調査の流れ 

 まず、事前調査として Z 世代タイプ診断を行うため、Z 世代に当てはまる静岡大学情報

学部生にアンケート調査を行い、4 タイプに分類した。次に、民泊利用に関する本調査を

行う。事前調査から、各タイプ 2 人ずつ計 8 人を抽出し、以下のような項目でインタビュ

ー調査を行った。 

【本調査質問項目】 

1、3.2 の表 3 で示した 5 つの利用価値に対し、民泊施設を選択する際、各項目をどれく

らい重視するか、また影響度が高いかを 5 段階で評価せよ。（1.全く重視しない、2.あ

まり重視しない、3.どちらともいえない、4.少し重視する、5.とても重視する）さら

に、5 つの価値の中で重要度が高い順に順位をつけよ。 

2、第 4 章で提案した 4 つの民泊モデルの中で最も泊まりたいと思うものはどれか。ま

たそれを選んだ理由はどのようであるか。 

3、第 4 章で述べた Z 世代の 4 タイプの特性に合わせた民泊モデルの提案について、実

際に泊まってみたいと思うか。また、その理由や感じたことはあるか。 

 

5.3 【事前調査】Z世代タイプ診断 

 Z 世代に当てはまる静岡大学情報学部生 15 人に対し、4 つのタイプに分類するために 14

項目の質問をした。質問項目は、Z 世代会議の「Z 世代レポート 2018」[17]を参考に作成

した。各タイプに対応する質問項目がそれぞれ 6 問（重複あり）、4 段階評価（1.全く当

てはまらない、2.あまり当てはまらない、3.まあまあ当てはまる、4.とても当てはまる）
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で回答。1,2→0 点、3→1 点、4→2 点で加算し、各タイプ 12 点満点で採点する。集計結果

により、最も高い点数のタイプに分類する。質問項目は以下のとおりである。 

 

①ショッピングすることは楽しくて好きだ 

②SNS に投稿するために写真を撮ることがよくある 

③SNS で新たに人脈を作ることがある 

④人生や生き方に関してネガティブ思考なところがある 

⑤人の目を気にしてしまうところがある 

⑥トレンドは気になるし、よく取り入れる 

⑦上下関係は大切にするべきであると思う 

⑧社会に役に立つ仕事がしたい 

⑨伝統的な仕事観を持っている 

⑩グループのリーダーになることが多い 

⑪断捨離をしたり、大掃除などですぐにモノを捨てられたりするほうだ 

⑫自分は比較的まじめな性格であると思う 

⑬人付き合いが苦手だと感じてしまうことがある 

⑭どんなことにも努力を惜しまない 

 

回答結果より集計し、最も高い点数のタイプに分類した。下記の表 5.1 は、15 人より抽

出した各タイプ 2 人ずつ計 8 人の集計結果である。S1、S2 をソーシャルよいこ、J1、J2

を人生ガチ勢、P1、P2 を省エネペシミスト、F1、F2を様子見フォロワーに分類した。 

 

表 6. Z 世代タイプ診断結果 

回答者 生まれ年/性別 ソーシャルよいこ 人勢ガチ勢 
省エネペシミス

ト 

様子見フォロワ

ー 

S1 98/F 9 7 4 3 

S2 98/F 8 6 2 1 

J1 98/M 7 8 3 1 

J2 98/M 2 7 6 4 

P1 99/F 6 2 6 5 

P2 98/M 5 4 9 4 

F1 98/M 2 2 4 7 

F2 98/F 0 2 3 6 
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5.4 結果 

 【予備調査】で抽出した 8 人に対し、【本調査質問項目】1～3 の質問をした。下記がそ

の回答結果である。 

 

表 7. 本調査結果 

S1 

1.利用価値の評価 a.部屋の機能性が高い 5 

  b.部屋のデザイン性 3 

  c.人との交流の場がある 2 

  d.体験プログラムがある 3 

  e.経済的なメリットがある 5 

  利用価値の優先順位 e>a>b>d>c 

2.一番泊まりたい部屋 A.費用が安く済むし、建物も綺麗そうに見えたから。 

3.B は泊まりたいか 

×/価格が高いため利用したいと思わなかった。しかし、部屋の内装は

一番気に入った部屋だと感じた。食事込みなどもう少し＋αのサービス

があったら泊まりたくなるかもしれない。 

S2 

1.利用価値の評価 a.部屋の機能性が高い 4 

  b.部屋のデザイン性 4 

  c.人との交流の場がある 3 

  d.体験プログラムがある 2 

  e.経済的なメリットがある 5 

  利用価値の優先順位 e>a>b>c>d 

2.一番泊まりたい部屋 

D.旅館とかホテルと違って、大人数で泊まれる。また、グループ旅行でも

周りの音をあまり気にしなくて良いと感じたから。また、貸し切りというの

が特別感があって良いと思った。 

3.B は泊まりたいか 

〇/オシャレで可愛い雰囲気はテンションが上がりそうで良いと思った。

女子会などで使えそうだと思った。内装的に女の子向けだと思うので、

化粧品などのアメニティがあったら良いなと感じた。 
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J1 

1.利用価値の評価 a.部屋の機能性が高い 4 

  b.部屋のデザイン性 5 

  c.人との交流の場がある 3 

  d.体験プログラムがある 2 

  e.経済的なメリットがある 5 

  利用価値の優先順位 e>b>a>c>d 

2.一番泊まりたい部屋 

A.カフェスペースがあるのが良いと思った。基本的に一人か少人数で旅

行をするときが多く、もともとドミトリーとかカプセルホテルが好きだから。

費用が安くおしゃれな雰囲気が良い。初対面の人と話すことに関しては

特に抵抗はなく、交流会は気が向いたら行きそう。そこに泊まる目的と

あう交流会だったら参加したい。 

3.A は泊まりたいか 〇/上記に同じ 

J2 

1.利用価値の評価 a.部屋の機能性が高い 4 

  b.部屋のデザイン性 2 

  c.人との交流の場がある 3 

  d.体験プログラムがある 1 

  e.経済的なメリットがある 5 

  利用価値の優先順位 e>a>c>b>d 

2.一番泊まりたい部屋 

C.和室が好き。ホストと同居というところが良いと感じた。農業について

詳しく聞くことができたりしそう。普通の旅行では体験できないことが体

験出来て貴重な体験になりそう。 

3.A は泊まりたいか 

〇/料金が安いという点と、カフェがついているという点が良いと感じた。

交流会はそれに参加することを目的としているなら参加した。ただ、ドミ

トリーだと周りを気にしてしまい寛げなさそう。他の人とトラブルになったら

どうしようと考えてしまうかも。 
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P1 

1.利用価値の評価 a.部屋の機能性が高い 5 

  b.部屋のデザイン性 3 

  c.人との交流の場がある 2 

  d.体験プログラムがある 4 

  e.経済的なメリットがある 3 

  利用価値の優先順位 a>d>b>e>c 

2.一番泊まりたい部屋 

D.広々と自由にコテージを使えることと、グループでおうちをすべて使って

いいというのがうれしい。バーベキューや、プロジェクターとかもついてて、

仲の良いグループで行ったら絶対楽しいと思った。 

3.B は泊まりたいか 

〇/和室の部屋に泊まって地元の伝統料理が食べられるのと、近くに

温泉があって地域性を感じられるのが良いと思った。ホストとの共同生

活はプライバシーがある程度守られていればそこまで気にならない。 

P2 

1.利用価値の評価 a.部屋の機能性が高い 4 

  b.部屋のデザイン性 2 

  c.人との交流の場がある 4 

  d.体験プログラムがある 2 

  e.経済的なメリットがある 4 

  利用価値の優先順位 a>c>e>b>d 

2.一番泊まりたい部屋 
B.自分の部屋とも普通のホテルとも違う感じがしてわくわくしそう。引っ越

ししたような不思議な気分で宿泊できるのが良いと思った。 

3.C は泊まりたいか 

〇/泊まってみたいとも思うけど、一回体験できれば良い。継続しては

使わなそう。小さな甥っ子がいるのでその子を連れてこれたら良い体験

になると思った。共有部分については、プライベートが守られていれば気

にならない。 
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F1 

1.利用価値の評価 a.部屋の機能性が高い 5 

  b.部屋のデザイン性 2 

  c.人との交流の場がある 3 

  d.体験プログラムがある 1 

  e.経済的なメリットがある 4 

  利用価値の優先順位 a>e>b>c>d 

2.一番泊まりたい部屋 

貸し切りなので、ホストや同居者を気にせずに泊まったり旅行プランを自

由に立てられることが良いと思った。夜遅くや朝早くの出入りなども気に

しなくて良い。旅行の時は、自分の自由に動けるのがいい。 

3.D は泊まりたいか 〇/上記に同じ 

F2 

1.利用価値の評価 a.部屋の機能性が高い 5 

  b.部屋のデザイン性 2 

  c.人との交流の場がある 1 

  d.体験プログラムがある 4 

  e.経済的なメリットがある 5 

  利用価値の優先順位 a>e>d>b>c 

2.一番泊まりたい部屋 

コテージのような形式はホテルにはないから良いと感じた。自由度が高

かったり、旅行中に人と関わりたくないため、周りを気にしなくて良いとこ

ろが良いと思う。大勢で泊まるときなどに使いたい。BBQ ができるのも

良い。 

3.D は泊まりたいか 〇/上記に同じ 

 

5.5 考察 

5.5.1 利用価値の評価について 

利用価値の評価について、多くの回答者に最も重要度が高いと答えられていたのは、

「a.部屋の機能性が高い」と「e.経済的メリットがある」である。これらの項目は、8 人

中 7 人が「4.少し重視する」または「5.とても重視する」と回答している。このことか

ら、民泊だから安いところに宿泊したいという希望があるが、ある程度充実した環境に宿

泊したいという思いもあるということが推察される。 

また、各タイプで 4 以上の評価を受けた項目を抽出してみると、タイプごとで重視して

る利用価値が少し異なることが分かる。ソーシャルよいこと人生ガチ勢にとって重要度が

高いのは、「部屋の機能性」「部屋のデザイン性」「経済的メリット」である。しかし、

省エネペシミストは「人との交流」「体験プログラム」、様子見フォロワーは「体験プロ

グラム」についても 4 以上にしており、タイプごとで求める利用価値が異なることが考え

られる。このことから、個人的特性の違いにより求める民泊の利用価値も異なるというこ
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とが確認された。また、ソーシャルよいこと人勢ガチ勢が重視していた項目は、3.2 で述

べた、ホテルや旅館などでも実現可能な利用価値であるのに対し、省エネペシミストや様

子見フォロワーは民泊特有の利用価値についても重要度が高いことがわかる。特に省エネ

ペシミストはその傾向が強いため、民泊サービスとの相性が良いことが予想される。 

 

表 8. タイプ別の利用価値の評価 

ソーシャルよいこ 部屋の機能性、部屋のデザイン性、経済的メリット 

人生ガチ勢 部屋の機能性、部屋のデザイン性、経済的メリット 

省エネペシミスト 部屋の機能性、人との交流、体験プログラム、経済的メリット 

様子見フォロワー 部屋の機能性、体験プログラム、経済的メリット 

 

5.5.2 最も泊まりたいと思う部屋について 

 最も泊まりたいと思う部屋で一番選ばれたのは、8 人中 4 人が支持した D の部屋であ

る。特にグループ旅行で利用したいという意見が多かった。D を選択した理由として挙げ

られた意見として一棟を貸し切りで利用できるという点がある。一棟全て利用可能なので

も、多人数でも周りを気にせずに楽しめるという意見や、特別感があるといった意見があ

った。貸し切りという点は 5 つの利用価値の中で該当する項目にはないが、部屋の貸し出

しスタイルとして、一棟貸しは利用者としては大事なポイントになるようだ。 

 また、D だけでなくそのほかの A、B、C のモデルも選択されていることから、改善を行

えばさらに需要を増やすことができるのではないかと考える。 

  

5.5.3 4 タイプの特性に合わせた民泊モデルの評価 

 各タイプに提案した民泊モデルについては、8 人中 7 人が使ってみたいという評価を受

けた。タイプごとの評価を見てみると、唯一、利用したいと思わないと評価を受けたの

が、ソーシャルよいこに対する A のモデルである。2人の回答者の意見の共通点として、

部屋のデザインはオシャレで気に入ったが、もう少し＋αのサービスが欲しいという意見

があった。部屋のデザイン性の工夫だけでは、料金に対するサービス内容が不足している

と感じたようである。このことから、アメニティをもっと充実させるなど、実用的な面で

のサービスも高めなければ満足度を上げることができないと考えられる。 

 次に、人生ガチ勢に対する B の提案であるが、これは 2 人とも利用したいという評価を

受けることができた。2 人に共通する意見として、カフェが併設されているのが良いとい

う意見があった。カフェ併設の本来の意図である交流の場として利用したいという意見は

得られなかったものの、飲食店などの宿泊以外のサービスが近くにあるのは利用者にとっ

て便利なようだ。また、就活生の交流などのイベントについては、自分の好みや状況に合

っていたら参加したいという意見や、その交流会を目的としているなら利用する可能性は
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あるという意見などがあった。このことから、魅力的なイベントが創り出せれば、民泊を

利用するきっかけになる可能性は少なからずあると推察する。 

 次に、省エネペシミストに対する C の提案であるが、これも 2 人とも利用したいという

評価を受けた。C のモデルの一番の特徴である体験プログラムについても参加してみたい

という意見を得られた。ただし、一度体験するだけで十分という意見もあったため、何度

やっても飽きないような工夫が必要だと考える。例えば、モノ作りなどは一度できれば満

足してしまう可能性があるため、何度も挑戦したくなる SUP やカヌーなどの体を動かすア

クティビティの方がリピーターを増やせそうだと考える。 

 次に、様子見フォロワーに対する D の提案であるが、これは 2 人とも最も利用したいと

感じる民泊モデルでも D を選択しており、仮説通りの回答となった。D の一番の特徴であ

る部屋の機能性が高いという点も選択理由に挙げられていたが、周りを気にせず自由に利

用できるという点の方が強い動機になったようであった。  
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第 6章 結論 

6.1 結論 

 本研究では、日本の Z 世代が民泊に対してどのような利用価値に重点を置くのか、どん

な民泊なら泊まりたいと感じるかについて調査した。また、Z 世代の各タイプの特性に合

わせた民泊モデルを作成し、その評価を受けた。 

民泊に見られる利用価値の中で、Z 世代が最も重要視していたのは、「経済的なメリッ

ト」と「部屋の機能性」であり、民泊だから安いところに宿泊したいという希望がある

が、ある程度充実した環境を求めていることが分かった。しかし、タイプごとに重要度の

高い項目が多少異なっていることも判明したため、4 タイプの特性の違いにより求める民

泊も異なるということが分かった。特に省エネペシミストは民泊特有の利用価値に対する

重要度が高く、今後民泊の中心的利用者になる可能性があると考える。 

 Z 世代の 4 タイプの特性に合わせた民泊モデルへの評価については、それぞれ利用意向

が確認されたが、不満を感じている点なども見られ、それぞれ改善を行う必要があると考

える。例えば、ソーシャルよいこと人勢ガチ勢は部屋の機能性といった実用的な面でのサ

ービスの向上が必要であったり、省エネペシミストにはアクティビティ体験といった飽き

が来ないような体験プログラムの工夫が必要であったりと、さらなる改良ができれば利用

者の増加も見込めると考える。 

 

 

6.2 今後の展望 

 本研究は、Z 世代の民泊利用を促進させるため、民泊サービスの商品に焦点を置いた研

究を行った。しかし、民泊を利用するまでの過程には、情報収集をしたうえで数ある宿泊

施設から自分に合った宿泊施設を選択するという過程がある。そのため、今後プロモーシ

ョン面での改善も必要になると考える。特に、多くの人は民泊を利用する際、民泊プラッ

トフォームが運営する予約サイトを利用すると予想されるため、予約サイトの中でゲスト

がどのような情報を求め、ホストがどのような情報を提供すれば利用者取得に効果がある

かについて検討する必要があると考える。例えば、Airbnb を例にして考える。図 3,4 の民

泊施設の紹介ページでは、民泊施設に関する詳細な情報が掲載されており、利用者はこれ

を見てあらゆる施設を比較検討する。そのため、ここでゲストが本当に求めている情報を

伝えなければ、たとえ興味を引いたとしても、ゲストのニーズにフィットした施設だった

としても利用には至らないだろう。また、本研究において個人的特性により民泊に求める

利用価値が異なることも確認されたため、想定されるゲストの特性に合わせた効果的な情

報提供の方法が確立できれば、ゲストの心をつかみ実際の利用につなげることができると

予想する。 
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また、ゲストとホストのマッチングを支える民泊プラットフォームの仕掛けも非常に重

要になると考える。Airbnb は、ゲストもホストも安心して利用できるように、民泊利用後

に相互評価をするという仕組みがある。これは利用者ならばゲストもホストも必ずお互い

の評価を投稿しなければならない。利用後に評価されることを前提に利用するため、お互

い良いサービスの提供や節度を持った利用を心掛けるようになる。特に、ゲスト側は民泊

施設を選択する際の重要な情報となるため、有効的な仕掛けであると考える。このよう

に、利用者が安心して利用できる仕組みがあるから、Airbnb は世界中で利用されているサ

ービスに発展したと考える。2.1.3 で述べた各民泊プラットフォームのサイトを利用して

みても、相互評価の仕組みがなく情報量が少なかったり、検索方法が使いにくかったりな

ど、あらゆる問題点が存在する。しかし、これらが改善され、さらに利用しやすい仕組み

が新たに生まれることで、民泊を予約しやすい環境が生まれ利用者も増加するだろう。 

このように、民泊サービスの商品そのものだけでなく、それを実際の利用につなげるた

めの情報提供方法や民泊プラットフォームの改善が図られれば、今後民泊市場はさらに発

展すると期待する。 
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