日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

《研究ノート》

シェアリング・エコノミー
― 信頼関係による新しいフラットフォームの促進 ―

し お た に

塩谷

さやか

関東学院大学経済学部准教授

The Japanese government has set the target of 20 million foreign visitors in Japan by the year 2020. With such intention, the
number of visitors is constantly on the rise, and thereby has created tight accommodation demand centering on major cities.
Furthermore, Tokyo Olympic Games and the Paralympic Games of 2020 forecast a skyrocketing accommodation demand during
the designated short term. In response to the expected occurrence, the use of private housing service is being examined for the
market. Although effective utilization of private rental housing service in the rural areas is also being considered, there have
been criticisms of unstable issues regarding safety and customer-local conflicts. This article’s intention is to examine the new
framework and thereby contributing to the improvement of Japanese private housing service.
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１．はじめに

目されている、新たに生み出された経済

っている「シェアリング・エコノミー」

日本で「シェアリング・エコノミー（共

活動のモデルが「シェアリング・エコノ

を日本経済にどのように取り入れていく

有型経済）」が普及するきっかけとなった

ミー」である。つまり、有償で商品（モ

べきなのか。また、そのために必要な改

要因は、2020年の東京オリンピック・パ

ノ・空間・サービス）を共有するという

革と既存産業への影響はどのようなもの

ラリンピック（以下、東京五輪）開催決

ことである。現代の発達したデジタル技

なのか。最先端の IT 技術はどんな可能

定による、訪日外国人の増加が予想され

術により以前から行われていた取引の形

性と副作用を秘めているのか、
「シェアリ

るからである。2015年の訪日外国人数は

態が復活した。以前から行われていた取

ング・エコノミー」はそれをわれわれに

過去最高の1977万人

となり、2016年は

引の形態の改良版のほうが、世間への普

問い掛けているのではないかと考える。

10月までで2011万人

と、すでに2015年

及スピードが速く、経済効果も大きくな

本稿では、厳しい規制で守ってきた日

の実績を超えている。この勢いは今後も

ることが予想されている。
「シェアリン

本にも「シェアリング・エコノミー」の

続くと考えられ、政府は2020年の訪日外

グ・エコノミー」では、ホスト（貸主）

潮流は一気に押し寄せ、日本はこのトレ

国人は推計4000万人と推計している。急

とゲスト（借主）の双方にとってメリッ

ンドを既存産業のシェアを奪うライバル

激な訪日外国人の増加に伴い、宿泊施設・

トがある。貸し借りが成立するためには

と考えるのか、次の成長につながる新し

移動手段などの各種インフラの需要に対

信頼関係の担保が必要であるが、そのた

いビジネス・モデルと捉えるべきなのか

し、既存産業での供給量では追いつけな

めにソーシャルメディアの特性である情

を考察するとともに、このビジネス・モ

い。そのため、
「シェアリング・エコノ

報交換に基づく緩やかなコミュニティー

デルが今後の日本の観光産業にどのよう

ミー」サービス提供企業には、既存産業

の機能を活用することができる。（３）この

な影響を持つのか、そして、どのように

にとっての懸念である、今までにないビ

経済活動がさらに拡大すると、現在の大

貢献できるのかを考えてゆきたい。

ジネス・チャンスが多数存在することと

量生産・大量消費を行う産業にとって変

なった。

わり「今あるものに新しい「価値」を見

（１）
（２）

現代社会では、インターネットやス

出し、それを商品にする」という考え方

２．
「シェアリング・エコノミー」の概要
と成長の背景
2－1

既存の規制や法律は新しいシステ

マートフォンの普及によりデジタル技術

が主流になるだろう。個人の
「遊休資産」

が日々進歩しており、新たな経済活動の

や時間を束ねたパワーを既存産業に見せ

ムによって再定義が必要

モデルが生まれるきっかけとなってい

て、世界は大きな変貌を遂げて行く可能

今、世界的に急成長しているのが、こ

る。それらにより、多くの国と地域で注

性がある。今後、わが国は世界中で広が

れまで社会に眠っていた「遊休資産」を
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図表－２

国内市場規模の成長予測

掘り起こして、インターネットによって

は成長に弾みがかかった。2016年は「シ

個人同士を仲介することで生み出された

ェアリング・エコノミー」元年と言われ

新しいサービスである。2000年代後半に

ている。米国では、個人が空いている部

誕生したこのサービス経済圏では、休眠

屋を旅行者の宿泊に提供する「Airbnb

状態だったモノや時間がシェアされ、新

（エアビーアンドビー）
」
、一般のドライ

しいネットワークを通して「価値」を生

バーが自分のクルマで乗客を運ぶ「Uber

むという世界観は、企業による大量生産

（ウーバー）
」といった、２大プラットフ

や画一的なサービス提供と、誰もが同じ

ォームが急速に成長した。「Airbnb」は

ような消費生活に憧れるといった20世紀

世界191か国以上（５）、
「Uber」は67か国以

型の価値観を大きく変えようとしてい

上（６）でサービスを提供している。
「ボタ

る。ホテル業界やタクシー業界など既存

ンを押せばクルマが来る。ボタンを押せ

の法規制で発展してきた産業と摩擦を起

ば仕事が来る。ボタン１つでリアルタイ

こしながらも、規模やサービスを拡大さ

ムに需要と供給がマッチングできる。」、

いと組織委員会は判断し、既存の資産を

せている。消費者の行動を所有から共有

ビジネスが次々に登場しており、その進

生かすこととしたのである。さらに、ホ

へ転換させているこのサービスは、まだ

化のスピードは驚くほど速い。PWC の

テル市場の需給ギャップを埋めるという

はじまったばかりであり、現状の法規制

報告書（2016）

の推計によれば、
「シ

要因だけでなく、商業ホテルでは味わえ

は対応できていないという課題も抱えて

ェアリング・エコノミー」は、2025年に

ない、地域生活に根差した文化が楽しめ

いる。また、
「シェアリング・エコノミー」

は20倍の約3350億ドルまで拡大するとさ

るという世界観がその人気に拍車を掛け

の市場が、国内でも急拡大している。「シ

れている。（８）世界中の注目を集めたリオ

た。これが、
「Airbnb」が急成長してい

ェアリング・エコノミー」の国内市場規

五輪で、若手の台頭が会場を盛り上げた

る成功の最大の要因なのである。

模の2014年度から2020年度の年平均成長

ように、宿泊形態でも新しい潮流が五輪

しかし、近年発達してきた「シェアリ

率は17.1％であり、2020年度には600億円

のインフラを支えた。多くの応援団や観

ング・エコノミー」は、今までのシェア

に達すると予測されている。

光客がホテルではなく、一般の住宅や集

経済と考え方が異なる点がある。１つ目

高齢化と人口減少が加速する日本では、

合住宅で「民泊」をしたのである。この

は、シェアを行う範囲が圧倒的に広いこ

こうしたサービスを上手に使えば、もっ

「民泊」サービスを仲介したのが、五輪の

とである。これは、デジタル技術の向上

と効率的な社会や経済活動を築くための

公式サプライヤーにも選ばれた

によるものである。ソーシャルメディア

手段になるはずである。課題は、長期的

「Airbnb」である。同社は、ホテルの空

が発展・普及したことで、世界中の見知

に実現したい国全体のグランドデザイン

室が見つけられなかった参加者に、地元

らぬ人同士でのモノやサービス等の共有

が、描かれているのかどうかではないだ

住民の自宅を宿泊先としてマッチングし

が可能になった。２つ目は、自由経済の

ろうか。

て注目を集めた。また、リオ五輪期間中

考えのもとで行われるということであ

の利用者は52万5000人

を超えたとも発

る。これは、各経済主体の活動がそれぞ

表した。五輪期間中は世界中から観光客

れの自由意志に任され、国家などからの

長と背景

が訪れるが、一時のイベントのために新

干渉や規制を受けない経済体制のことを

自宅の空き部屋や空いた土地・使わな

しいホテルを建設するのは合理的ではな

表している。資本主義・自由経済的な発

とりわけ

（４）

（７）

（９）

2－2 「シェアリング・エコノミー」の成

想のもとで機能しているという点が、従

い車など、我々の身の回りには、使わず
に持て余しているモノやスペースが沢山
ある。それらを、有償で貸し出すことが
できれば、誰でも簡単に利益を上げられ

（出典：内閣官房IT総合戦略室の資料をもと
に筆者作成）

図表－１

世界市場規模の拡大予測

来のシェア経済との大きな差である。し
かし、あくまでも経済的な発想のもとで

億ドル

4000

3350

3500

機能しているということであり、この取

ると考えるのは当然である。しかしホス

3000

引形態が法律や規制に触れないというわ

トが１人で、商品を宣伝するためのコス

2500

けではない。何れにしても、
「シェアリン

2000

トもかけられない中で、ゲストを見つけ

1500

るのは非常に困難である。デジタル技術

1000

の進歩によるプラットフォームを活用す
ることで、個人にとって大きなビジネス
のチャンスが開け、思わぬ世界が見えて
きたことで「シェアリング・エコノミー」

500

グ・エコノミー」が、経済社会を大きく

2013年から
約25倍拡大

変える日は、すぐそこまで来ていること

150

は確かである。

0

2013

2025(予想)

年度

（出典：PWCの報告書（2016）をもとに筆者
作成）
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３．
「シェアリング・エコノミー」のビジ
ネス・システムの主体

実だ。多くのプラットフォームはホスト

図表－３ 「シェアリング

・エコノミー」の

とゲストの仲介役として機能するだけ

ビジネス・システム（
「Airbnb」

「シェアリング・エコノミー」のビジネ

で、実際の利用体験はホストごとに異な

の事例）

ス・システムは大きく分けて３つの主体

る。また、トラブルの際には、迅速な対

から構成されている。１つ目は「プラッ

応は期待できない場合が多い。

トフォーム」である。「シェアリング・エ
コノミー」の特徴として挙げた、個人対
個人での取引を行う際に、仲介するため

４．個人宅が世界の宿泊インフラに：
「Airbnb」の事例

のプラットフォームを運営する会社は無

東京五輪が開催される2020年訪日外国

くてはならない存在である。より多くの

人が4000万人に増えた場合、都内では

利用者の需要と供給のマッチングをさせ

1880万人分の宿泊施設が足りなくなると

る機能や、より効率的に取引を行う機能

予測される。その際、期待されているの

を支えている。プラットフォームの運営

が「民 泊」で あ り、
「Airbnb」で あ る。

会社は、仲介の際の手数料により収益を

2008年に創業した同社は、
今や世界191か

上げている。また、プラットフォームで

国以上、３万4000以上の都市でサービス

の取引はホストとゲストの信頼関係が重

を展開し、通算利用者は8000万人、登録

要なため、実名性の高いアカウントの利

物件数は約250万件に達する。
2014年５月

用と評価システムを取り入れている。こ

には日本法人も設立し、その後１年半で

れにより、サービスを利用した際、ユー

国内の登録物件数は２万9000件に達して

ザー同士が互いに評価しあうことで、各

（11）
いる。
米国のアパートの１室で始まっ

ユーザーが信頼に足る人物かどうかを確

たこの事業は、客室数で比較すればホテ

かめることができ、安全性の確保につな

ル大手のヒルトングループを上回る規模

がっている。その他にも、金銭面でのト

に成長している。利用法は、泊まりたい

ラブルの防止のために、エスクロー

と

地域を選び、
部屋の写真や料金、
ユーザー

呼ばれるシステムを採用している。これ

の評価などを見比べて予約をする。料金

ていない国が多いのも大きな課題であ

は、商取引の際に、信頼のおける第三者

は普通のホテルより割安である。宿泊を

る。

を仲介させて、取引の目的を担保するこ

終えたらゲストとホスト相互が評価を書

とである。安心感と透明性が、プラット

き込むことにより、
信頼性が担保される。

フォームの「価値」であると言って良い。

このシステムが、「Airbnb」の生命線と

運用会社

２つ目は「ホスト」である。ほとんどの

も言える。
「Airbnb 経済圏」が急拡大す

現在、
日本には約820万戸の空き家があ

ホストのスケールは、スモールビジネス

る一方で、トラブルも多くなっている。

り、大変な資源の無駄となっている。こ

である。フリーランスや個人事業主、学

外国人旅行者の頻繁な出入りや利用者の

のような空き家を「民泊」に活用できれ

生や退職後の高齢者などが副業として生

マナー違反が、近隣住民とのトラブルに

ば、
宿泊施設不足という問題も解決でき、

計を立てていることもある。３つ目は「ゲ

繋がっているのだ。「Airbnb」で部屋を

空き家という「遊休資産」も有効活用す

スト」である。
「シェアリング・エコノ

貸すには、物件のオーナーや管理組合が

ることができる。利用者の急増に伴い、

ミー」には、ゲストも取引相手から評価

承諾していることが前提となっている

ホストやその予備軍を対象にした関連ビ

される、という特徴がある。例えば「民

が、そうした報告のないまま集合住宅が

ジネスも立ち上がっている。初心者向け

泊」サービスの仲介をしている「Airbnb」

「ホテル化」していくケースが、未だ、な

セミナーをはじめ、利用者からのメール

では、貸した部屋を汚された場合、その

くならない。宿泊客が騒いで近隣住民に

処理や外国語での対応、清掃などの運用

部屋を借りたゲストに対して悪い評価や

迷惑をかけるなどのトラブルも世界各地

代行、「Airbnb」向け物件を紹介する不

コメントがつけられ、次回から他の取引

である。また、米国ではゲストが人種を

動産事業が活気に満ちている。ネット経

相手が見つからなくなる可能性が出てく

理由に宿泊を拒否されたと訴えるケース

由で開閉できる後付け電子ロック等の需

る。
この制度によって、ユーザーのマナー

も出てきている。「Airbnb」はクレーム

要も増えている。

やルールに対する意識を向上させてい

に対応するネットワークはあるものの、

る。一方で「シェアリング・エコノミー」

人種差別などはすぐに解決できる問題で

「Airbnb」の物件は管理・運用されてい

の問題点を指摘する声も多くあるのも事

はない。「民泊」
に関する税体系が定まっ

るのであろうか。都内屈指の激戦区とい

（10）
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（出典：総務省公式サイト（2016）をもとに
筆者作成）

図表－４

日本での「Airbnb」利用者数の
増加

（出典：参考文献をもとに筆者作成）

4－1

日本の“
「民泊」需要 ” を活用する

で は、実 際 に 日 本 で は ど の よ う に
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図表－５

運用代行など周辺ビジネスを拡大する「Airbnb」

した運用会社に注目している。東京スカ
イツリーを望む集合住宅を管理する不動
産会社は、あるフロアを「Airbnb」物件
として運用しようとしている。
「いい物件
があれば、一棟丸ごと運用したい」と、
この運用会社のインタビュイーは話して
いた。
4－2

地域が納得する透明性の高い運用

を実現できるかが鍵
「Airbnb Japan」は、急増する訪日外
国人によるインバウンド効果もあり、国
内でも急成長しており、その60％は物件
を丸ごと貸すタイプである。ホスト数は

（出典：参考資料をもとに筆者作成）

5030人に上り、年間2219億円の経済効果
われるエリアの運用会社をヒアリングし

ビックデータで確認しながら、運用ポー

が生まれたという試算も発表してい

てみた。まず、物件に着くと「ここは住

トフォリオを組んでいるらしい。
図表－６

る。（12）忘れてはならないのは、
「シェア

民専用のアパートであり、ホテルではあ

は、そうした投資ビジネスとして運用す

リング・エコノミー」の鍵を握るのはプ

りません。スーツケースを持って出入り

る際のスキームの一例をまとめたもので

ラットフォームの運営会社である点だ。

する旅行客は通報します」と、ビルの入

ある。まず運用を良く理解している人物

宿泊者の身元情報から決済に至るまで、

り口には「Airbnb」のゲストを牽制する

が、ホストとしてプロジェクトの取りま

サービスに関する情報は仲介者の手元に

英文の貼り紙があった。この日は西欧か

とめ役となる。全国の主要都市で好立地

集まる仕組みになっている。
「民泊」のシ

らの旅行者がチェックアウトしたため、

にあるオフィスビルや集合住宅などの空

ステムは地域に貢献するサービスとなり

アルバイトの女子大生が約１時間かけて

き部屋を探しては、家主の意向も伺いな

地元の住民やコミュニティーに溶け込め

床掃除やシーツの交換を行っていた。作

がら「Airbnb」に掲載する準備をしてい

るかが非常に大切である。住宅を使った

業が完了すると、スマートフォンで室内

く。家賃が10万円ほどの物件なら、
敷金・

サ ー ビ ス は ト ラ ブ ル も 増 え て いるが、

写真を撮影し運用会社に送付して知らせ

礼金や家具一式を買いそろえてスタート

「Airbnb」側はそうした問い合わせに「各

ていた。宿泊費は１泊6000～7000円程度

するため、
１軒当たり50万～100万円の初

国の法に従った運用を求めている」とし

であり、周辺ホテルの大体60％～70％程

期投資が必要になる。その資金をまかな

て責任はホスト側にあるとの立場であ

度の値段である。それでも毎月家賃の倍

うために出資者を募り、収益とリスクを

る。「民泊」サービスは現地の人との交

以上の収益になるそうだ。元々はオフィ

分散する仕組みである。一方、自分の保

流・文化をより身近に体験できることな

ス用として借りた部屋だったが、２～３

有する集合住宅の空き部屋を少しでも減

どが理由で、利用者が著しく増えたこと

日で「ホテル」に作り替えた。その方法

らしたい大家や、不動産会社などもこう

を忘れてはならない。加えて、
「Airbnb」

は、いたってシンプルであった。ゲスト
が宿泊する際の必需品７種類を家電量販

図表－６

Airbnb で複数物件を運営する仕組み

店で揃え、寝具・ソファ・照明などはネ
ットで注文すれば、すぐに「ホテル」へ
と変身することが出来る。「Airbnb」の
普及に伴って、こうした清掃作業やク
レーム対応を引き受ける運用代行会社が
登場しており、ホストはビジネスとして
物件運用に集中出来るようなシステムに
なっている。この物件のホストも、全国
で約120件の物件を管理しながら、毎月
1000万円を超える収入を計上しているそ
うだ。エリアごとの収益性や稼働率を、

（出典：参考文献をもとに筆者作成）
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等の「民泊」サービス仲介会社は、ホス

マッチングで、新たな「価値」を生むよ

抱える「遊休資産」が対象だったが、こ

トとゲストをつなぎ、物件の所有者でな

うになって来ている。
やり方次第では
「個

れが個人にまで広がると、法規制やルー

くても「コンピューターによって一気に

人ビジネス」にも十分になり得るのであ

ル作りを後押しする必要が出てくる。

処理を行うことを可能にする」という、

る。そして、多くの場合の手続き方法は

売買プラットフォームモデルをもとにし

プラットフォームに登録するだけであ

ている。このようなプラットフォームモ

る。手数料を成功報酬方式にしていると

エコノミー」協会を旗揚げ

デルは、新しい供給源を提供し、品質を

ころがほとんどなので、参加へのハード

そのため、
2016年１月には100社以上に

保つための情報収集活動に重点を置いて

ルは非常に低い。

ビジネス・モデルとは異なり、「Airbnb」

ベンチャー６社で「シェアリング・

参加を呼び掛け、同分野で活躍している
ベンチャー企業６社が中心となり、新し

いるため、伝統的な産業を衰退させる場
合が多くある。従来の伝統的なホテルの

5－3

5－2

将来の40兆円産業狙う新興企業

グローバルなIT企業が目立つ共有経済

く業界団体「シェアリング・エコノミー」
協会を正式に発足し、新しいユーザーを

は、既存の建物・空き部屋を利用するた

圏だが、国ごとの商習慣や文化、課題を

増やしつつ、政府にも働きかけを行う。

め、在庫を増やすことなく、ホストとゲ

理解していることが成功条件の１つであ

同協会の理事は「お寺からカフェ」
「無人

ストを増加させ、マッチングさせること

り、その点では国内企業にとっても大き

島」まであらゆる空きスペースを１時間

で顧客を獲得し、規模を拡大しているの

な成長のチャンスがある。そんな注目の

単位で貸し切るサービス「スペースマー

が最大の特徴である。

ベンチャー企業のトップが、インターネ

ケット」を創業した。現在、契約可能な

ットを用いて、チラシやポスターといっ

スペースは現在11299か所（14）を超えてお

た印刷物にまつわる商流を大きく変革し

り、利用者からは宿泊もしたいとの希望

ている「ラクスル」である。非上場企業

が多く、法的な問題が整理されれば「和

にもかかわらず40億円もの資金調達をし

製 Airbnb」の 設 立 も 考 え て い る。

５．日本の「シェアリング・エコノミー」
の現状と課題
5－1 「個人のリソース（資源）」に新た
な「価値」を

て話題になった。

多数の国内外のベンチャーが参入する

上の印刷会社が抱える「遊休インフラ」

まりーな」も今後注目すべき企業の１つ

一方で、追い付かない法整備が市場拡大

をネットワーク化し、誰もが簡単に発注

であろう。この企業は、農林水産省が進

にブレーキをかけている。では、現時点

できるオンラインサイトにつなげて、こ

める「グリーン・ツーリズム」と呼ばれ

で、個人がシェアできるリソースには、

れまで不可能だった少量生産が対応可能

る、自然・文化・人々との交流を楽しむ

どのようなジャンルがあるのかを図

な印刷サービスを創り出した。さらに、
新

滞在型の余暇活動により認められた、体

表－７にまとめてみた。予想外に多く、大

たに物流業界へ「ハコベル」として参入

験型の農林漁業民宿を主に仲介してい

きく分けて５つに分類することが出来

し、同じようにネットワーク化すること

る。その他、注目されているシェアサー

た。これまでは特に使い道がなかった個

で、荷物を運んでいない「遊休時間」を

ビスは、個人の空き時間と能力をシェア

人のリソースが、個人間の需要と供給の

つなげた。
「ラクスル」はあくまで法人の

する「クラウドワークス」（多業種シェ

そして全国100社以

（13）

「Airbnb」と似た特徴を持つ、日本の「と

ア）や「アズママ」
（保育シェア）「ヌッ
図表－７

主な「シェアリング・エコノミー」の分類と事業者

テ」
（縫製シェア）
「エニタイムズ」
（ご近
所シェア）
「ココナラ」
（知識スキルシェ
ア）等がある。また高級ブランドのバッ
グを自由に交換しながら月額料金で使え
る「ラクサス」は人気が急上昇し、海外
展開も視野に入れている。
「ガイアック
ス」グループ傘下で新産業創出を目指す
GX インキュベートは、同分野に計３億
円の投資ファンドを組成する。大企業が
生産やマーケティングにコストをかけ
て、モノやサービスを供給してきたのが
これまでの経済であり、消費者の嗜好や
働き方が多様化する今後は、需要と供給
をより細かい単位で柔軟にマッチングさ

（出典：第１回

検討会議「シェアリング・エコノミー」協会資料より引用）
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とスマートフォンを使えば、それが可能

い。先行する米国企業には時価総額が数

世界のリソースはいずれも限界に来るだ

だと見通しているのである。同協会設立

兆円の企業もあるが、日本に新しい産業

ろう。スマホの普及で個人が主役になっ

の狙いは「シェアリング・エコノミー」

として開花できるか、協会をはじめとす

てモノを売買することが、社会のサステ

の事業者が集まることで、健全なビジネ

る事業者や政府の知恵と努力が問われる

ナビリティにつながるのではないかと言

ス環境を作り、利用者の保護を図ること

ことになりそうだ。

う答えにたどり着いた。今後は、社会的
な意義が高いため、ますます「シェアリ

が目的である。将来的には、事業者が順
守するべき、利用者保護やサービス品質
に関するガイドラインの策定も視野に入
れている。また「シェアリング・エコノ

６．「シェアリング・エコノミー」の環境
と経済効果
6－1

ング・ビジネス」は拡大して行くだろう。
このビジネスに対して後ろ向きな企業

あらゆる無駄がそぎ落とされ環境

は、環境対策を怠っていると見られても

ミー」に関して、日本で最も情報が集ま

に良い

る団体になり、様々な事例を集め対応の

モノを共有する経済は、モノの利用効

実績を公開して行く予定である。世界中

率を高め、モノを最大限に使って廃棄物

の起業家たちが、新しいビジネス・チャ

を減らし新製品の購入を抑えることが出

果：観光客の消費エリアも拡大（17）

ンスを求めて「遊休資産」を探し回ると

来、環境負荷を下げる効果がある。国や

ここからは、
「シェアリング・エコノ

いう競争は、これからもしばらく続きそ

企業はこの潮流にどう向き合い、生かす

ミー」が日本にどんな経済効果をもたら

うである。

べきであるのか、その解をさがしてみた

し得るのかを検証してみたい。
もちろん、

い。

雇用創出や人々の移動を増やすことによ

5－4 「一億総活躍社会」の波に乗る

仕方がない時代に来ている。
6－2

先進国で浮き彫りになる経済効

日本では、従来 BtoC が中心のレンタ

る副次的な効果は見込めるだろう。アム

ル事業「パーク24」がカーシェアの拠点

ステルダムで、
「Airbnb」が2010年に実

動が活発になっている要因の一つが、政

数を増やし利用を拡大させていた。
また、

施した調査では、
「民泊」を利用して市内

府による後押しである。「一億総活躍社

ソフトバンクは、携帯電話を京都市内の

に宿泊した利用者の約３割が「Airbnb」

会」
「地方創生」といった旗印の下、埋も

50か所ほどで返却できる
「アーキエムズ」

があったから滞在期間を延ばしたと回答

現在「シェアリング・エコノミー」活

れていた働き手や地方の施設を生かす取

（京都市）と組み、訪日外国人をターゲッ

している。宿泊者の約５割が宿泊した地

り組みを促す動きが活発化している。過

トとして利用者を増やしている。それら

域周辺で食事をするなど、何らかの消費

去最高、年間2000万人突破

の拡大ペースより急激なのが CtoC を基

をしたと回答をしている。（18）しかもアム

訪日外国人のインバウンド・ビジネスで

軸とした「シェアリング・エコノミー」

ステルダムの場合、掲載物件の約７割は

も、
「遊休資産」の有効活用がテーマとな

である。この市場拡大の背景には、個人

観光地やホテルが集中する市の中心部で

っている。「シェアリング・エコノミー」

が所有するモノの稼働率を最大限に高

はなく郊外である。「Airbnb」利用者が

協会には、こうした動きを念頭に置いた

め、無駄を最小限にする可能性が秘めら

増加したことで、観光客の消費エリアが

企業が集まっている。例えば代表的な「ア

れている。そのため、米国人を対象とし

市外に広まっていることが確認できる。

ズママ」の主な利用者層は子育て中の母

たPWCの調査では、消費者の76％が「シ

他方、2014年のホテル利用客は、720万人

親である。このサービスにより、知人間

ェアリング・エコノミーは環境に良い」

と 2008 年 に 比 べ て 1.6 倍 に 増 加 し て い

での共助の仕組みを発展させることで、

と答えている。

る。（19）そして、2020年には1700万人に増

少子化の時代にハコモノを作らずとも女

トアプリの「メルカリ」は、
「
『捨てる』

えると予測しているのである。ホテルの

性が生き生きと働けるようになると考え

を無くす」という理念をかかげている。

需給は常に逼迫しており、観光需要も拡

をしている

（15）

例えばフリーマーケッ

（16）

ている。政府与党も内閣官房 IT 総合戦
略室と先の協会で連携して情報共有を図

図表－８

環境負荷の低減

図表－９

経済的な便益

る方針である。この委員会では、規制だ
けではなく、健全な事業者を自主的に育
てる動きが、事業者の信頼獲得や消費者
保護につながるとの期待も込めている。
どのような形態の事業にせよ、それが地
方活性化や老後不安解消にメリットをも
たらす以上、今後も「シェアリング・エ

環境に良い

76％

コノミー」という新しい形の消費の土壌
をこの国に築く可能性は決して低くな

生活により経済的
な余裕が出る

86％

（出典：PWC 報告書の消費者1000人へインターネット調査をもとに筆者作成（2014））
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大しており「民泊」が広がっても、既存

回り、宿泊関連の事業者としても世界最

在 と な っ て い る。し か し、日 本 の

のホテル産業は、関係なく成長出来ると

大となっている。
「シェアリング・エコノ

「Airbnb」との向き合い方は、これまで

考えている。日本でも「シェアリング・

ミー」は、海外を中心に成功をしている

エコノミー」が経済に与える影響は非常

事例が数多くみられ、各国の経済に大き

に大きい。
「Airbnb」が公表した調査結

なインパクトを与えていることが伺え

7－2 「民泊」導入のポイント地域住民の

果によると、2014年７月～2015年６月の

る。特に、米国では民間企業が規制や法

不安をルールで解消したアムステルダ

１年間に日本で「Airbnb」を利用した訪

の大枠を書き換えようとする動きさえ、

ムの例

日外国人数は、前年比529％増の52万5000

出て来ている。また、イギリスでは2020

アムステルダムのルールは世界で最も

人。その経済波及効果は約2220億円に上

年までに「シェアリング・エコノミー」

先 進 的 で あ る と 評 価 さ れ て い る。

ると試算している。そのうち、日本在住

の中心地に成長させる方針を固めた。ア

「Airbnb」が欧州で普及し始めた時、ア

ホストの収入は約88億円、ゲストの直接

ムステルダムは、市が協力的だったこと

ムステルダムには、法律面での障害はな

消費は866億円だと言う。注目されるの

も あ り 登 録 物 件 は 約 １ 万 4000 件 と、

かった。既存産業からの抵抗はあったも

は、560 億 円 も あ る 間 接 ２ 次 効 果 で あ

「Airbnb」が１年間で４割も急速に増え
た。

見てきた諸外国とは異なっている。

のの、次第に「ホテルは都市部、
「Airbnb」

2015年９月、ローマ法王がフィラ

は郊外」
と棲み分けが出来て来た。「賃料

ピナイ家政婦サービス（東京都）は2015

デルフィアを訪問した際、謁見する為に

や不動産価格の上昇を招く」
「毎日違う外

年５月、
「Airbnb」ホスト向けのルーム

約２万人が街を訪れた際、既存の宿泊施

国人が出入りして怖い」等と「民泊」を

サービス委託業務を開始した。

設は１万1500室しかなく、この需給ギャ

普及させようとすると、競合の既存産業

ップを埋めたのは、「Airbnb」であった

だけでなく、住民からも反発を受けるこ

との事例もある。

とが多い。アムステルダムは「Airbnb」

る。

例えば、家の清掃などを請け負う

（20）

「Airbnb」は五輪や W 杯等の瞬間的な
需要にも対応できるという可能性も高

（21）

金融市場では、
「Airbnb」は「シェア

の様々な経済効果を確認した上で、住民

リング・エコノミー」の最大手として高

の不安を解消するためのルールを2013年

い評価を得ている。2015年６月には新た

から次々と整備した。まず、不動産価格

に15億ドル（約1845億円）をベンチャー

への影響を抑えるため①賃貸物件を「民

キャピタルなどから資金調達しており、

泊」で貸す場合は大家の許可が必要②自

のホテルグループをしのぐ勢い

その際の株式評価額は、250億ドル（約３

分が住んでいない家を貸す日数の上限は

2015年11月、米国のマリオットがス

兆円）以上とされた。いったい「Airbnb」

年間60日③１度に受け入れるゲストの数

ターウッドを買収し、世界最大のホテル

はどこまで肥大化を続けるのか。また、

はホストが責任を持ってこなせる４人ま

グループが誕生するというニュースが駆

世界中で受け入れられ、爆発的な勢いで

で、等といった規則を確立した。こうし

け巡ったが、買収後の総客室数は約110万

成長を続ける「シェアリング・エコノ

たルールを守った上でなら、
「誰でも自由

件である。
「Airbnb」はこれを大きく上

ミー」は日本にとっても無視できない存

に自宅を貸してよい」という制度を作り

い。
７．各国の規制事例から見る日本への示
唆
7－1

世界の都市を救う「民泊」：世界一

上げた。このように「Airbnb」がビジネ
図表－10 各国の「民泊」に関する規制

ス化するのも予防した。勿論、ルールは
守られなければ意味がない。
そこで、ルー
ル策定と同時に監視体制も築いた。登録
されている物件に実際に足を運び、違反
があった場合は営業を停止させた。一連
の取り組みの結果、重大なトラブルは起
こらずに、逆に「Airbnb」が市民権を得
る結果となった。治安の悪化に関しても
同社のシステムは「善良なゲスト」を呼
び寄せ「素行不良なゲスト」は自然と排
除できるようになっており、ベースとな
るのが「Trusted Community」となって
いる。実際に2015年には世界で1700万人
が「民泊」を利用したが、何かの緊急対
応を必要としたのは300件のみであった。

（出典：日本経済新聞記事をもとに筆者作成）（22）
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99.998％の利用者は安全面で問題なかっ

「価値があるか否か」
を決めるのは消費

世界で市民権を得た新サービスの精神に

たのである。これにより「民泊」は危険

者のはずである。まずは選択肢を与える

共鳴する人々が、堂々とホストになれる

というのは誤った解釈であるとの先例と

ことが先決なのではないか。既存産業は

環境を国全体で整備することである。日

なった。トラブルがほとんど起きない一

自由競争の中で、切磋琢磨していけばよ

本の「民泊」に対する規制緩和がどこに

方で、2015年から「Airbnb」は、アムス

いと筆者は考える。

向かおうとしているのか、着地点や方向
性がはっきりしていない。
しかし、グロー

テルダムを訪れるゲストが支払った宿泊
料の一部を「観光税」として納付をはじ

８．日本の規制への対応

バルな環境の中でこの新しいサービスで

めた。欧州で自治体に観光税を納めるの

各国が「シェアリング・エコノミー」

ある「民泊」に対して「自分の家を許可

は初めてのケースであり、年間の納税額

に対し、前向きな姿勢をとっている中、

なく気軽に貸すことが出来るような、シ

は550万ユーロ（約７億円）に達したとの

日本はどのように対応するのか、日本に

ンプルな法制度にしてほしい」と政府の

ことである。

与える示唆はどのようなものがあるのか

対応を望むばかりである。

（23）

を考察して行きたい。沢山のメリットを
持つ「シェアリング・エコノミー」を日

8－2 「民泊」サービスの新法制定へ：イ

アムステルダムは、ルール作りとその

本で普及させるには、
「ルールの整備」と

ンターネット上の届け出のみで実施可

周知徹底で「Airbnb」の恩恵をいち早く

「既存事業者との軋轢解消」
を一刻も早く

享受した。こうしたルール作りが世界各

進め、混沌とした状況を改善する必要が

日本でも2016年５月に厚生労働省と観

地で広がっている。（図表－10）これらの

7－3

世界中で進むルール作り

能に

あることは上述した通りである。日本の

光庁は、
「
『民泊サービス』の在り方に関

事例から、上手に協力関係が築ければ、 「Airbnb」の成長の状況は欧州と比べる

する検討会」で具体的な制度の枠組み案

ホスト・ゲスト・
「Airbnb」
・自治体とも

と２年半くらい遅れており、成長は速い

を提示した。
（図表－11）
「民泊」サービス

リスクを負うどころか、Win・Win の関

が、規模は小さいと言われている。

は、既存のホテルや旅館とは異なる「住
宅」として取り扱うこととした。また、

係を築けることがわかった。現在、これ
が 世 界 の「常 識」と な り つ つ あ る。

8－1

ほとんどが “ 違法 ” すれすれのグ

政府の規制改革会議は、ホテルなどを規

レー物件

制する旅館業法とは別の法制度とするこ

自宅を貸すホストであり、全体のホスト

さまざま規制が、日本で「Airbnb」の

とで、営業許可を不要とし、住居専用地

の70％が１件を掲載しているだけであ

裾野が、海外のように成長が拡大しない

域での営業もしやすくなるよう考え、そ

る。事業としてやっているホストは我々

理由となっていた。
「Airbnb Japan」は

の新法を2016年度中に提出する予定だと

「Airbnb Japan」では「世界では87％が

が求めているホスト像とは違う」とし、 「我々は法律を守るようホストに呼びか

している。（25）

日本が世界とは違う状況下にあることを

けているが、順守されているかどうかを

認めている。多くのホストは、利益目的

確認できる立場にはない。日本で、違法

というより「その地域ならではの体験で

な状況がどれだけあるかも把握していな

を検討

ゲストをもてなす」という「Airbnb」の

い」と言っている。事態を改善する方法

今後焦点となるのは、
「民泊」の定義に

理念に乗っ取って、自分の持ち家を貸し

は１つしかないと筆者は考える。
すでに、

書かれた「一定の要件」の内容である。

ているのである。 「Airbnb Japan」も、
（24）

ルールさえ策定されれば「Airbnb」を使

図表－11 「民泊」サービススキーム

った事業は収束していくと考えている。
消費者が望むサービスなら安心・安全に
利用できるよう、環境を整えるべきとい
うのが、シェアリング先進国の考え方で
ある。しかし、
「危うきに近寄らず」の姿
勢に見える日本の消費者は、その本当の
「価値」を体験できないままでいる。日本
の様に法的規制がない欧米でも、ルール
整備を始め様々な手続きをはじめてい
る。ただ、それは「シェアリング・エコ
ノミー」を普及するためのものであり、
退けるための規制ではない。

（出典：日本経済新聞の記事をもとに筆者作成）
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8－3

“ 脱法「民泊」” は稼働日数で抑制

日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

観光庁は、「面積や人数の制限は難しく、

いる。雇用形態の議論は未だくすぶって

サービス企業は、合法的な枠組みの中で

日数制限が最も“脱法「民泊」”のストッ

いる。

既存産業とうまく連携することで、信頼

パーになる」と考えている。しかし、様々
なコストのことを考えると仲介業者や不

感の醸成に努めることが大切である。一
9－1

日本で雇用形態としての有効活用

方で既存産業は、
「シェアリング・エコノ

動産業者からは「年間180日の営業での採

の可能性

ミー」の台頭を排除するのではなく、こ

算は見込みにくい」との懸念も挙げられ

遠い将来、日本でも「シェアリング・

れまで顧客ではなかったターゲットに到

エコノミー」は雇用形態を変えて行く可

達できる方法として、また、今までとは

能性があり、トレンドは確実にその方向

違う新たなビジネス・モデルとしての可

へと向かっている。この間にも、世界は

能性を追求する必要があると考える。そ

この新しい経済に向き合い、すさまじい

れが自分の収入になり、利用者にもメリ

速度で前へと突き進んでいる。日本が、

ットがあり、社会的課題の解決につなが

題は、「シェアリング・エコノミー」にお

このグローバルスタンダードの蚊帳の外

れば、三方よしとなる。

ける雇用形態である。今までとは大きく

に置かれないように、十分に注意する必

異なる、新しい経済モデルであり従来基

要がある。少子高齢化と、それに伴う人

とくに観光産業において、インバウンド

準の働き方とは違い、様々な批判や課題

口減少が加速する日本では、こうした

の急増による「ホテル不足」と地方の過

が起きはじめている。インターネットを

サービスを上手に使えば、もっと効率的

疎化による「空き家の活用」や「公共交

通じて単発の仕事を請け負って収入を得

な社会や経済活動を築くための手段にな

通機関やタクシー不足」が挙げられる。

るような労働形態を「ギグ・エコノミー

るであろう。問題は、行使される国全体

日本国民のうち約５％しか「シェアリン

（Gig Economy）」と米国では呼ぶが、そ

の大規模な計画の有無にある。最先端の

グ・エコノミー」の存在を知らず、さら

の経済圏が急拡大しているのである。こ

デジタル技術が日本においてどのような

に活用している人は国民の１％ほど（26）だ

うした経済圏は革新的である一方、そこ

可能性と影響力を秘めているのかを、真

という調査結果が出ているのが現状であ

で働く人たちの雇用が保護されて、安定

に理解することが重要である。

るが、今年のリオ五輪での「Airbnb」の

ている。
９．単発の労働形態「ギグ・エコノミー
（Gig Economy）」が雇用を変える
現在、新たな課題として注目すべき問

した将来があるのか、との問題が指摘さ
れる。
「シェアリング・エコノミー」で

今の日本における社会的課題として、

利用結果は、2020年の東京五輪にも影響
10．結論：
「日本再興戦略」として

を与えるはずである。

は、各取引において需給のマッチングを

「シェアリング・エコノミー」は、既存

観光産業というのは航空輸送産業と同

担うプラットフォームが圧倒的に優位に

の経済システムを大きく揺さぶる新潮流

じく、規制に守られながら発展してきた

なる構造になっている。彼らが利益を最

である。これは若者を中心とした価値観

経緯がある。既得権益を守るような規制

大化しようとすればする程、そこで働く

やライフスタイルの変化（所有に「価値」

を強化するのであれば、これからのグ

人々へのコストは増加されて行く可能性

を見いださない「持たざる経済」
）が背景

ローバル化・ボーダレス化の時代に、ビ

が高い。自由な働き方が増える一方、個

にある。米国発のこのような「シェアリ

ジネス・チャンスを逃しかねない。

人に過分なコスト負担が課せられると、

ング・エコノミー」を支えているのは、

社会が全体的に不安定な「日雇いの中間

2000年以降に成人になった「ミレニアム

発展して行くために、
「シェアリング・エ

層」の雇用が増えて行くリスクもあると

世代」である。20～30歳代のこの世代は、

コノミー」の普及を前提とした新たな

している。欧米を中心に「シェアリング・

無駄を嫌う傾向にあり、モノやサービス

ルールづくりが求められる。今後、
「シェ

エコノミー」が広がっている国々では、

のコストパフォーマンスに対して非常に

アリング・エコノミー」の進展が観光産

議論の主題は新しい法規制の在り方より

シビアな感覚を持っている。
「ミレニアム

業の発展にどのように貢献できるのか、

も雇用問題の解決へと変わりつつある。

世代」は、モノに固執する「シニア世代」

さらなる研究を続けて行きたい。

カリフォルニア州では、ドライバー３人

の消費を格好悪いと捉え、クールなのは

が「Uber」に対し提訴している。これは、

体験、サービスに応じた対価を払うこと

集団訴訟として争われることになってお

であると考えている。2008年のリーマン

り、
「シェアリング・エコノミー」を促進

ショックを機に節約志向が強くなり、こ

している各国から、グローバルに注目を

うした考え方は広い世代にも浸透して来

集めている。さらに、訴訟になったこと

ていると思われる。2020年に向け、日本

で、将来有望だとされていたベンチャー

において「シェアリング・エコノミー」

企業が倒産し、確立されつつあるビジネ

の本格的な到来時に、競争優位を確保す

ス・モデルを揺るがすケースも出て来て

るためには、
「シェアリング・エコノミー」
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今後、日本の観光産業がグローバルに
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