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変化は混乱を招く可能性があります。 イノベーションは人やシステ
ムの振る舞いを根本から覆すため、混乱をもたらします。 民泊の
場合、というよりシェアリングエコノミー全体の問題として、消費

者、コミュニティ、企業（競争相手であり供給元）、政府は、ここ十年で出現
した新しい市場の急激な成長に遅れまいと必死です。

シェアリングエコノミーの利点は明白です。 消費者は個々のニーズに合わ
せ、かつてない規模、量、低価格で商品やサービスを選択します。 スマートフォ
ンをスワイプするというシンプルな動作だけで情報にアクセスできます。 理
論的には、時間とリソースさえあれば誰でもマイクロアントレプレナーにな
れます。 民泊の状況を見れば、商業用物件のオーナーになって自宅から収入
を得る必要はありません。もう少し経済的な余裕を得たい何百万もの人々
が参入できるように、民泊は壁を取り払ったのです。 自宅に空き部屋を持つ
子育てが終わった夫婦から、副業に投資した若きプロフェッショナルまで、貸
し手は信頼という原則に基づいて構築されたグローバルネットワークを介し
て、見ず知らずの者に物件を提供しています。

その中核を担うのがシェアリングエコノミーです。今まで満たされなかった
ニーズに応えるのですから、常に完璧ではないにしても正しく機能していま
す。 しかし、古くからの問題に対する解決策が生み出されると、それに伴い新
しい課題や疑問の波が押し寄せます。 これは本質的に悪い話ではありませ
ん。システムが変化したことによる自然な結果なのです。

“「今日の問題はテクノロジーではなく、もっと社会的なもの。労働市場が
時代に追いついていないのです」と、シェアリングエコノミーに詳しい協力型
経済のアナリストであり作家のマルティン・アレッツはそう説明しました。 「今
が変化の時なのですが、シェアリングエコノミーに適応するほどの切迫感が
足りません」。2

最初の2章では、ゲストとホストが新しく登場した民泊産業をどうすればう
まく舵取りできるかに注目しました。 第3章では、近隣住民に着目し、この新し
い宿泊形態がコミュニティを変質させていることを実証しました。 では、政府
はどうなのでしょうか？ この新しい旅行の代替手段は、近隣住民との関係、課
税、免許法、経済発展に大きな影響を及ぼすため、政府も注意を払う必要が
あります。 この章では、一歩離れて政策立案者の観点から民泊を評価します。

「人のための法律も、ビジネスのための法律もあ
りますが、皆さんは新たなカテゴリーにあたります。
第三のカテゴリー、つまりビジネスとしての個人で
す。… 皆さんはホストであり、マイクロアントレプレ
ナーです。マイクロアントレプレナー向けの法律は
まだ制定されていません」。

—ブライアン・チェスキー（AirbnbのCEO） 1
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イノベーションに対応した政策立案 

世界中の地方公共団体は、シェアリングエコノミ
ーに適応する方法を理解しようと、いまだに必

死の状態です。 『Chicago Policy Review』のリスクと規
制に関する最近の記事では、「シェアリングエコノミー
は、人と人との信頼に基づくため、この新しいビジネス
モデルが既存の法律に適合できるか否かが、シェアリ
ングエコノミー関係の規制における課題になる」と書
かれました。3 2013年まで遡ると、『Wired』では、規制
環境がシェアリングエコノミーに適合していないという
記事が載っていました。その頃から状況はあまり変わ
っておらず、 「現在の規制の多くは当時適切だったもの
で、前世紀をまたいでサービスの安全と効率に貢献し
てきた。 しかしながら、新興のデジタル産業ではこれら
の規制を既に時代遅れとみなし始めている」と述べら
れています。4

規制当局が特に頭を悩ませている点は、民泊の成功
ペースです。 民泊産業は新しく、常に目まぐるしく成長
と変化を続けているので、市区町村、都道府県、国がそ
のスピードに付いていくのは難しいのです。 規制当局
の観点では、民泊は若すぎる産業なので、法律的にも
政策的にも前例がありません。 ほとんどのコミュニティ
では、民泊を合法でも非合法でもない中間に分類して
おり、「法整備前」と呼ばれる新しい法律のグレー領域
に属します。 

私たちは、マクロレベルで規制の絞り込みが困難な
理由を既に考察しました。 つまり、利害関係者ごとに民
泊の評価が異なるからです。 政府は民泊の優劣をつけ
ることはできませんが、公衆安全と消費者利益を守り、
独占を禁止するためにはどのように介入すべきか、そし
て介入をするか否かを決定するよう努めなければなり
ません。 シアトル市会議員のロブ・ジョンソンは、（2年間
の審議を経て）2017年12月に市の新しい規制方針を公
表した後、次のように説明しました。「私たちは多種多
様な利害関係者の多種多様な目的に対処しました」。”5

同様に、ロサンゼルス市会議員のミッチェル・イングラ
ンダーは、政策立案者が直面する困難な課題を極めて
複雑な「未知の領域」と評しました。6 同市では2015年
から規制に注目し始めましたが、執筆時でも未だにそ
の過程は終わっていません。 「住宅市場への影響も明
らかです。 どれくらいかは分かりませんが」と、イングラ
ンダー氏は『LA Weekly』に対して語りました。 「5種類
の調査を読んだなら、回答は6種類得られるでしょう」。7

多くのコミュニ
ティにおいて、
民泊規制目的
で現れている
フレームワーク
は、白黒はっき
りしたものでは
ありません。 
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この章の目的は、規制当局が複雑な状況を理解で
きるように支援することです。 最初に、シェアリングエ
コノミーの大きな視点から民泊に注目します。次に、各
利害関係者（ゲスト、ホスト、コミュニティ、企業）に関す
るメリットと具体的な問題を順に見ていきます。 民泊
がコミュニティに与えるプラスの経済的影響は本物で
す。 自宅所有者の懐にお金が入り、観光旅行の需要と
供給が増加し、関連産業の成長も促されます。 世界各
地のすべての観光地の開発を余すところなくカバーす
ることはできませんが、近隣住民の不満からセキュリテ
ィ、民泊市場に及ぼす影響、差別、競争まで、政府が取
り組んでいる主な問題を列挙しました。

この章の最後では、行き過ぎた保護主義のリスクと、
レンタル期間の時間制限、免許要件、課税など活発に
議論されている政策を評価します。 また、政府が利害
関係者のニーズを満たす的確な政策を立案する際に、
その指針となる実用的な提案も行います。 どの市場
でも有効な政策はありませんが、テーマは共通してい
ます。 例えば、営利目的で所有・運営されるユニットに
は、個人の住宅所有者が運営する1件のレンタルユニッ
トとは異なる政策が必要になる場合があります。 つま
り、民泊の規制は状況に合わせて適応させ、制限しす
ぎてはなりません。

この章の総評として、規制は民泊をホスピタリティお
よびEコマース産業の結合点に存在する独自の業種と
して取り扱わなければならないと主張します。 忘れて
はならず、今後議論される重要ポイントになるのは、民
泊は従来のホテル・旅館を補完するもので、競合するも
のではないということです。 地方の経済活動が活性化
することで、ホテル・旅館サイドも潤います。

効果的な規制は、こうしたメリットを最適化しながら、
各顧客層独自のニーズのバランスを調整することを求
めます。 規制当局にとって最も現実的なアプローチは、
変化に対抗するのではなく、変化を取り入れることです。

政府は、最新の状況を常に把握できるように調査を
行わなければなりません。 1つの規制があらゆる状況
に対処できることはありませんが、民泊をうまく管理し
てそこから利益を得ている地方自治体はあります。 地
方自治体に対しては、互いに情報を交換して学び、ベス
トプラクティスを採用し、学習した教訓を共有すること
を、私たちは推奨します。 また、規制はシンプルにして、
拡張性、一貫性、柔軟性を持たせることも重要です。 複
雑過ぎる規制はコンプライアンスを妨げます。

規制が変化に対
抗するのではな
く、変化を取り入
れると、すべての
当事者が利益を
得ます。 
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規制当局がシェアリングエコノミーと民
泊に関心を持つ必要がある理由

民泊は、シェアリングエコノミーとして知られて
いる世界規模の大きな現象の一部であると

述べました。 これはどういう意味で、なぜ問題なの
でしょうか？ 「シェアリングエコノミー」という言葉は
幅広く、本書全体で指摘しているように、すべての関
連活動を正確に説明することはできません。 規制当
局は、状況が常に進化していることを認識し、変化に
適応する政策を立案することに最善を尽くす必要が
あります。

テクノロジーの進歩はもちろん、物や体験を所有、
使用し、楽しむことの意味に関する姿勢の変化によ
り、シェアリングエコノミーはさまざまな分野で世界
を変えています。 最も大きな変化の1つは交通産業
で起こっています。Uberや滴滴出行（タクシー）、Ofo/
Mobike（自転車）、Go-Jek（東南アジアのバイク、自動
車、トラック）などの企業により、顧客はある場所から
別の場所へ安価に移動しやすくなっています。それと
同時に、車の所有者には仕事と収入を提供し、公共輸
送システムの負担を軽減して、営業範囲内の地方自
治体の通勤・通学状況を改善しています。 次にシェア
リングエコノミーが最も重要で見えやすい業種は宿
泊業かもしれませんが、パートタイムの仕事（米国の
TaskRabbitなど）、コワーキング（WeWork）、ソーシャ
ルレンディング、ファッション、その他の分野でもシェア
リングは拡大しています。

シェアリングエコノミーは、物品とサービスの市場
（大抵はオンライン）が基盤です。 買い手と売り手

は、各自が利益を見つけられる市場に参加します。 起
業家兼作家のアレックス・ステファニーは、自著『The 
Business of Sharing: Making It in the New Sharing 
Economy（シェアリングビジネス: 新しいシェアリング
エコノミーで成功する方法）』の中でこう述べています。

「最も成功し、拡張性の高いソーシャル市場では、相
互依存が核となっています。 片方はお金を節約し、他
方はお金を稼いでいるのです」。8 そして双方が、互い
に出会わなければ得ることのなかった体験や機会か
ら利益を上げています。 

シェアリングエコノミー関連企業およびサービス
が問題に直面し、場合によっては問題の原因となっ
ていることに疑問の余地はありません。 例えば、宿
泊業では、無免許営業、近隣住民への損害、地方住

「最も成功し、拡
張性の高いソーシ
ャル市場では、相
互依存が核となっ
ています。」

— アレックス・ステファ
ニー 『The Business of 

Sharing: Making it in the 
New Sharing Economy 
（シェアリングビジネス: 
新しいシェアリングエコ
ノミーで成功する方法）

』著者
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宅市場への打撃のほか、ホストとゲストの安全を脅か
すといって民泊サービスが非難されています。 このよ
うな問題は各地で確かに存在しますが、メディアの注
目を大量に浴びることで、誇張されています。 報道が
偏向している理由の一部は、新しい業種だからでしょ
う。 ホテルの部屋が荒らされることがあまりニュース
にはならない一方、民泊の荒らしは大見出しを飾りま
す。 こうした問題には対処が可能であり、その必要が
あります。この点については、本章の後半で詳しく説
明します。

ただし、2つの重要なポイントを念頭に置く必要があ
ります。 (1) シェアリングエコノミーは、常に存在する問
題9 を特定し、そのための新しい解決策を見つける手助
けをしてきたこと。(2) それどころか、その新しい解決策
は消えておらず、 需要があるため今後も成長を続ける
こと。 『New York Times』は、次のように警鐘を鳴らし
ています。

ピアツーピア・テクノロジーは既存のシステムを
破壊し、その効果は混乱を呼ぶ可能性がある。 し
かしこれが、人々の求める物を生み出すという起
業家精神の基本原則を補強することで、私たちの
生活を改善する新しいソリューションを見つけ出
す（生み出す）原動力になるのは避けられない傾
向である。10

序章で述べたように、PwCの予測によると、世界のシ
ェアリングエコノミー全体は2025年までに3,350億米ド
ルまで成長する見込みです。 Skiftは、短期レンタル市場
だけでも2018年に1,690億米ドルに達するものと推測
しており11 、テクノロジーリサーチ会社のTechnavioで
は、短期レンタル市場は2021年までに1,940億米ドルに
達すると予測しています。12 これらの数字は、人々が本
当に求めているサービスは短期レンタルだということ
を実証しています。

これらの数字が地方レベルで持つ意味を把握するた
め、Mastercardが2016年に世界有数の観光地13 で行っ
たレポートや、Tripping.com（世界最大の民泊情報収集
サイト）のレポートにおける海外旅行者に関するデータ
を見ると、短期レンタル産業がもたらす潜在的経済力
が明らかになります。 （図27を参照） アジアと西洋の市
場の重要なトレンドに着目しましょう。  

民泊の世界市場
規模は2021年末
までに1,940億
米ドルに達する見
込み。  

—Technavio
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バンコク ロンドン パリ シンガポール

観光産業の指標a

世界ランク 1 2 3 6

渡航者数の合計 2,147 
万人

1,988 
万人

1,803 
万人

1,211 
万人

渡航者の合計消費額
（億米ドル）

148 億
米ドル 

198 億
米ドル 

129 億
米ドル 

125 億
米ドル 

消費額に占める宿泊費
の割合（%） 26% 30% 45% 29%

宿泊料金の合計額
（億米ドル）

38.5 億
米ドル 

59.4 億
米ドル

58.0 億
米ドル 

36.3 億
米ドル

民泊市場b

Tripping.com掲載 
物件の平均料金

（米ドル）
未報告 234  

米ドル
263 

米ドル
134 

米ドル

Tripping.com掲載物
件の合計数 9,174 件 26,499 件 16,717 件 2,630 件

図27
アジアとヨーロッパの主要4市場における 
観光産業および民泊に関する指標 

出典：  データはMastercard、Tripping.comの提供。
a Mastercardの2016年のデータに基づく （参考までに、4位はドバイ、5位はニューヨーク）。
b Tripping.comには、複数のサイトに掲載されている物件を除き、Airbnbの掲載物件は含まれ 
 いない。 Tripping.comのデータは2017年以降。

民泊の規模と経済的影響を詳しく示す統計に注目しましょう。*

フランスの経済・産業・デジタル省は、2015年に国内の客室
数880万のうち、民泊は380万を占めると推計しました。14

シンガポールでも 、規制により貸し部屋は3カ月未満に制
限されていますが、2017年6月の時点で、約260,000人の観
光客が既に民泊を利用しており、およそ100万人のシンガポ

* すべての出典で用語の一貫性がないことに注意してください。 使用される用語に
は「共有宿泊所」、「短期レンタル」、「バケーションレンタル」などが含まれます。 当
該分野を包括する用語として「民泊」を使用しますが、各出典全体では統計情報
の一貫性はありません。
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ール人が海外での宿泊でAirbnbを利用したことがあり
ます（これは総人口のおよそ20%に当たります）。15

ニューヨークでは 、2015年のAirbnbの経済効果は「通
常は観光から利益を得ない地区における直接支出か
らの1億500万米ドルを含め」、6億2,300万米ドルでし
た。この年は規制が厳格化される前でした。”16

米国ケンタッキー州のパデューカのような小さな町  
（人口25,145人）でも、2016年に100,000人のAirbnb訪

問客を迎えました。 また、パデューカのホスト収入が年
間平均3,800米ドルだったという点も重要です。17

コンサルティング会社が Airbnbに関する調査を行った
ところ、2016年にAirbnbがサポートした仕事の件数は約
730,000件で、世界200都市における経済生産高は600億
米ドルを超えると推定しました。なお、アジアにおける経
済効果は90億米ドル、仕事の件数は170,000件でした。18

測定しにくいのですが（それでいて同様に重要な点でも
ありますが）、このような形式の旅を楽しむ人の数はます
ます増えています。 子供と過ごす場所を探している（台
所、洗濯機と乾燥機、隣接する部屋を持つ住宅から利益
を得ている）両親、地元の文化やコミュニティに触れたい
旅行者、安宿を探しているバックパッカー、さまざまなオ
プションを求めている出張旅行者、19 何度も同じホテル
の部屋を出入りしたくない長期滞在者など、多くの旅行
者が民泊の機会に夢中です。 

「瓶から精霊が飛び出しました。 民泊が廃れるこ
とはないでしょう」と、あるフロリダ州のAirbnbホストは

『Orlando Sentinel』にそう語りました。 「民泊は現代に
合った宿泊方式なのです」。20

民泊と持続可能な観光産業

同政府は民泊サービスプロバイダーを持続可能な
発展における戦略的パートナーとみなすことを私

たちは推奨します。 2015年、国連は2017年を持続可能
な観光発展のための国際年に定め、国連の持続可能な
開発目標を実現する支援における観光産業の役割に関
して「民間・公共部門の意思決定者と国際コミュニティ
の間で認識を高め」21 、「観光産業を良い方向へ変化す
るための触媒にする上で、すべての利害関係者の連携を
促す」と宣言しました。22

2016年にAirbnbが
サポートした仕事の
件数は約 730,000
件 で、世界200年に
おける経済生産高は 
600億米ドルを超え
ると推定しました。な
お、アジアにおける
経済効果は90億米
ドル、仕事の件数は
170,000件でした。

—NERA エコノミック コンサ
ルティング
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短期レンタルと持続可能性との相互作用に関する調
査が進んでいます。 『Small Business Institute Journal』で
は、「従来の宿泊産業」（ホテル・旅館業）に比べ民泊の方
が「持続可能なビジネス成果を上げるためにより適して
いる」23 分野を6つに分けて詳しく論じました。 民泊はホ
テルに比べ、エネルギー消費量、温室効果ガス排出量、
水の使用量、廃棄物量が少なく、しかも「消費者経済的福
祉」を強化し、「ユーザー同士の社会的絆を生み出し」24 
やすいという議論があります。 第3章と本章の多くを費や
し、経済的および社会的メリットについて評価しました。
その多くは、規制当局にとって重要な検討事項です。

大まかに言うと、規制当局に対して、4つの持続可能性
に関する原則を重視した民泊に対する政策的アプロー
チの枠組みを作ることを私たちは推奨します。.

• 民泊はあまり活用されていないリソース から価値
を生み出している事実を認識すること。規制当局の
観点では、これは政府が新しい建設に大規模な投資
を行わずに既存の供給物件を活用して開発目標を
推進できることを意味します。

• 民泊の環境フットプリント は（特に宿泊場所の共有
に関して） ホテルに比べて著しく少ない 事実を認識
すること 。

• 政府はホストおよびサービスプロバイダーと提携
できる。 ホテルチェーンとは、地方および国内環境イ
ニシアチブとして、太陽光パネルや新技術の活用に
よるエネルギー保全の推進などを行ってきた実績が
あります。

• UNWTO（世界観光機関）およびUNDP（国連開発計
画）が言うところの「競争は持続可能性のビジネス
を推進する重要な要素」 である。 25長期的な持続可
能性目標を実現するため、政府は参入企業間の公平
な競争を妨げるのではなく、奨励する必要がありま
す。 （この話題については、この章の後半でもう一度
触れます。）

民泊のメリット

序章で述べたように、民泊は従来の宿泊市場が抱
える需要と供給の非効率性から生じる問題を解

決します。 ホテルを建設するにはコスト面から難しい地

 「競争は持続可能
性のビジネスを推
進する重要な要素

です。」  
— UNWTO（世界観光機

関）およびUNDP（国連開
発計画）
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域や、文化的および環境的資源保護のために政府が商業開発を抑制し
ている地域では、民泊が旅行者とコミュニティに既存リソースを有効利
用する代替案を提供します。

民泊の急激な拡大にはデメリットがあるのは百も承知ですが、その
飛躍的な成長を見ればメリット

も多いのは明白です。 民泊経済の多種多様な側面をつぶさに観察
し、参加者がどのように楽しみ、産業の拡張に伴いどのような恩恵を
受けているかを確認しましょう。

ゲストのメリット
ある旅行者の層（家族）が民泊を歓迎する傾向が増加しつつある最も
重要な理由については、既にいくつか述べました。 ホテルはそもそも
子供連れの旅行を想定して設計されていません。特に長期滞在の場合
はなおさらです。 親御さんたちは、四六時中子供たちに目を光らせが
でき、しかもプライバシーを守りたいときには寝室のドアを閉めること
も望んでいます。 連日レストランで三食摂るのは不便ですし経済的で
もありません。また、ホテルのランドリーサービスは洗濯機と乾燥機の
代用として信頼できません。 先述のように、2016年のTripping.comの
調査によると、民泊を利用した旅行者の90%は家族旅行で、36%は子
供連れでした。26

「新しい体験を探すこと」は、あらゆるタイプの旅行者にとって訴
求力が高まっており、民泊の方がホテルに比べ間口が広くなっていま
す。 他人の家やアパートで生活すると、旅行者が滅多に出向かないよ
うな地域へ滞在することがあり、よくあるフレーズを借りれば「その土
地で暮らす」体験を自宅から離れた街で得られます。 例えば、Harris 
Groupが2016年に行った調査によると、ミレニアル世代の72%は、モノ
よりも体験にお金を払うことを好むと判明しました。27 一方、American 
Expressが1,500人を超えるアメリカ人顧客を対象に行った調査による
と、81%が他の旅行関連活動に比べ「自分だけの体験に価値を置い
て」おり、73%が「その土地でしかできない体験」により多くのお金を使
うと判明しました。28

ただし、民泊のメリットは旅行者の支出を抑える点にあり、実際に
最も訴求力の高いポイントはその価値です。 ゲストは幅広いオプショ
ン、アメニティ、その土地ならではの体験を楽しむことができ、ホテルに
比べて少額でそれを実現できます。民泊がなければ予算面から断念し
ていた、新しい目的地や旅行体験に幅広くアクセスできるのです。 価
格面で民泊が従来の宿泊業とうまく競合していることは、調査結果が
相次いで裏付けています。 これは、追加アメニティ（追加スペース、台
所または洗濯機、ジムまたはプール、駐車場）の価値を考慮するとな
おさらです。 Priceonomicsブログによると、米国の65都市におけるア
パート全体の1泊分の料金は、ホテルの宿泊費に比べ20%以上安く、
他人のアパートの一室の1泊料金はホテルの部屋代のおよそ半分に
すぎませんでした。29
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価格のメリットは旅行価格を低下させることのみに留まらず、ビジネ
スチャンスも拡大しています。 2014年にAirbnbがバルセロナのユーザ
ーを対象に行ったアンケートによれば、ゲストの滞在期間は従来の観
光客に比べ2.4倍に延びていることが分かりました。30 ロサンゼルスを
訪れた旅行者に行った最近のアンケートでは、ゲストの37%が民泊を
利用しなければ、長期滞在の旅行はできなかっただろうと回答してい
ます。31 宿泊オプションはかつてないほど多彩になっているため、民泊
利用者はより遠くへ行き、滞在期間を延ばし、土地や出会った人とより
深く関わることができます。

シェアリングエコノミーにより、消費者はより手頃な価格で、より豊
富な種類のオプションを利用し、従来の旅行よりも起業のチャンスを
増えました。32 選択肢が増えるということは、さまざまな種類の消費
者がより効率的かつ効果的にそれぞれのニーズを満たすことができる
ことを意味します。 米国 連邦取引委員会さえも、ピアツーピア・アプ
リケーションは「消費者の需要に迅速に対応し、リソースの割り当て
を効率化しているように見える」と同時に、「サービスに対して満たさ
れていなかった需要を満足させることに一役買って」おり、「目的のサ
ービスを手配し料金を払う際の処理コストも削減できる」と述べまし
た。33 ますます拡大し多様化を進める市場においては、人が適正価格
で自分が本当に欲しい物を見つけて活用しやすくなっています。

ホストの収入増
民泊に宿泊して利益を得るのはゲストばかりではありません。ホスト側
にも利益があります。 他の国から訪問客を迎えることで、ホストは世界
に関する知識を深めることができ、その多くはホスティング体験を新し
い友達を作る方法とみなしています。 民泊経営は、とりわけ高齢者の

選択肢が増える：
世界各地の何百万
件もの物件を利用
できる
世界最大手の民泊
比較サイトTripping.
comの掲載物件数
は1,200万件

体験：
目的地でユニークな
アクティビティを楽
しめる
旅行者の72%はさ
まざまな体験に支出
することを好む

家族に優しい：
自宅のような居心
地の良さ
ゲストの90%は家
族と旅行、36%は子
ども連れ

コストパフォー
マンス：
低料金なため長期
滞在が可能
民泊はホテルに比
べて備品が充実して
いるうえに20%安
いため、ゲストの滞
在期間はホテルより
50%長い

図28
ゲストが受ける主なメリット

出典: データはCNBC、Priceonomics、Tripping.comの提供。
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54%のホスト
が、民泊によ
る収入が自宅
に住み続ける
にあたって役
にたつと報告
しています。 

—Airbnb     

セカンドキャリアとしてとても魅力的です。2016年に米
国で最も成長が著しいホストグループは、 60歳以上が
占めており、そのうち64%は女性です。レビューで5つ星
を最も取りやすいのも、このグループです。34

ゲストの場合と同様に、ホスト側にとっても経済的メ
リットが最大のモチベーションの1つです。 住宅価格は
高額です。ほとんどの人にとって住宅ローンや家賃は毎
月の支出額の中で最大を占めるため、空間の共有は費
用をやりくりするとして一役買います。 ステファニーは、
ロンドンの賃借料は収入の59%を占め、ニューヨークで
は65%にも上ると述べています。35

住宅コストを考慮すると、Airbnbによる調査で、多くの
ホストが不慮の事故で自宅を失うリスクを回避するた
め、賃貸収入を当てにしているという結果が一貫して示
されていても驚くに値しません。 例えば、バンクーバー
のホストに行ったアンケートでは、回答者の半数が民泊
で得た収入を直接ローンの返済に充てていると答え36 
、シカゴの企業ホストの14%は、「自宅のシェアリングで
得た資金のおかげで差し押さえや立ち退きを免れた」と
のことです。37

コミュニティによっては、民泊の成長が住宅市場に圧
力をかけている可能性が指摘されていますが、今も自宅
に住み続けられるのは民泊のおかげである場合もあり
ます。 2017年5月の時点で、Airbnbは、ホストの民泊収入
の49%は家計に回されており、ホストの54%は民泊収入
のおかげで自宅に住み続けられると主張していると報
告しました。38 自宅のシェアリングの実践は、ホストを元
のコミュニティに留めるために欠かせない要素になるこ
とが多いようです。  

コミュニティの利益
民泊はコミュニティに多大な恩恵をもたらします。 ホスト
の自宅を維持させコミュニティに留め、観光客はコミュ
ニティにお金を落とすからです。 通常、旅行者は観光名
所としておなじみの場所、輸送道路、ホテル、娯楽施設を
練り歩きます。ニューヨークの劇場街、シンガポールのオ
ーチャード通り、バンコクのスクムウィット通り、東京の銀
座と六本木を思い浮かべてください。 しかし、民泊滞在
の場合、旅行者は住民が生活している近所を訪れ、そこ
でもお金を落とします。

一般的な調査によれば、旅行者が観光地で使う費
用の半分以上は、交通機関、食事、娯楽、買い物など、
宿泊以外であるといいます。.39旅行者が落とすお金が、
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主要観光地区やそこで営業する店舗だけではなく、現
地のスーパー、レストラン、パブ、タクシー、商店にも向か
うと、コミュニティにもたらされる利益は計り知れませ
ん。40 民泊は、関心も、社会背景も、予算も異なる多種
多様な旅行者を引きつけるため、産業が拡大するに連
れて都市（および国）のさまざまな分野が経済的に潤う
のは必然といえます。

規制当局は、短期レンタルが従来の旅行宿泊産業に置
き換わるのではなく、それを補うものであると認識する必
要があります。 それどころか、観光産業のパイのサイズを
大きくします。 ステファニーによると、2014年にボストン大
学がテキサス州における民泊の影響に関する調査を行っ
たところ、Airbnbリスティングが1%増加するごとにホテル
収益に見られた減少はわずか0.05%に過ぎないことが判
明しました。 「ホテルの収益を食いつぶす」のではなく、む
しろAirbnbは「地域に新しい訪問客を呼び込んでいた」
のです。41 こうした調査結果は、マサチューセッツ工科大学

（MIT）とハーバード・ビジネス・スクールの学部生が、全
米の50の大都市にまたがり2011～2014年にAirbnbおよ
びホテルのデータを解析した研究によって裏付けられて
います。 その研究では、民泊は「ホテルの宿泊客数に大き
な影響を及ぼすことなく、都市に滞在する旅行者の数を
増やすことを可能にする」ものだと判明しました。42 2018
年に発表された調査によると、民泊がホテルの収益に影
響を及ぼすのは極めて限られた状況のみであることが判
明しました。つまり、需要の高い場所にあるホテルが既に
繁忙期で満室のときなど、「需要が圧縮された」ときです（
例: ニューヨークで新年を迎えるなど）。 「Airbnbがホテル
の収益にマイナスの影響を与えるのは、ホテルが満室に
なりやすい都市にあり、その影響が数より価格に集中しや
すい場合です」。43 民泊はホテルの収益をわずかに下げる
ことは確かですが、全体の予約数を減少させません。 つ
まり、 価格が高騰すると、価格に敏感なゲストはより安価
なオプションを求めますが、高価格の部屋を利用する余
裕があるゲストは変わらずに高い部屋を利用します。 調
査では、「Airbnbがなければ、繁忙期のホテルの収益は
1.5%上がり」44 ますが、Airbnbの供給が存在しない場合
でも、「Airbnbの予約宿泊数の42～63%は、ホテルの予約
に転じることはない」45 と結論付けています。 繰り返しま
すが、民泊は旅行を促すのです。

総評として、経済協力開発機構（OECD）は、シェアリン
グエコノミーが観光産業全体の規模を底上げすると言及
しました。46 民泊の大きなメリットの1つは、必要に応じて

短期レンタルは現
地の各事業の収益
を増加します。

—シンガポール 
観光局 
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観光地の集客力を拡張できるようにする柔軟性です。 この柔軟性は、季
節ごとの変動や、ブラジル、韓国、日本で行われる冬季/夏季オリンピッ
クなどの頻度は少なくても重要なイベントによる急激な集客など、大規
模に変動する市場需要に極めて対処しやすいものです。47 1回の需要ピ
ークに対応するためにホテルを建設するのは、コスト面で実用的ではあ
りません。 一方、民泊は、特別なイベントに参加したり見物しに来る旅
行者に対応して客室を提供できます。 例えば、2016年12月に世界経済
フォーラムとMITが行った研究では、2016年のリオデジャネイロ夏季オ
リンピックのAirbnbデータを解析しました。 その結果、リオデジャネイロ
では、Airbnbリスティング48,000件（その多くは、オリンピックのためだけ
に登録された）を利用した85,000人のゲストを収容するとしたら、257の
新しいホテルを建設しなければならないとのことでした。48 既存のリソー
スを活用することは、ホテルを建設するよりはるかに効率的かつ費用対
効果に優れているのは明らかです。ホテルを建てても、オリンピックが終
われば空室になる可能性が高いでしょう。 特別イベント以外にも、民泊
は旅行者がロンドン、ニューヨーク、東京などの物価の高い観光地で控
えめな価格の宿泊施設を見つけやすくし、さまざまな経済レベルの訪問
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客をさらに多く集めることができます。49 民泊は、インフラ
ストラクチャが整っていない地域で観光を振興させる方
法でもあります。

経済的観点
民泊は、多大な経済的メリットを地方経済にもたらしま
す。 先述のように、価格の低下は長期滞在を促す場合が
あり、旅行者は宿泊以外のことにより多くのお金を使え
るようになるかもしれません。 例えば、調査によると、サ
ンフランシスコの短期レンタルのゲストはホテルの宿泊
客に比べ滞在期間が50%長くなり（Airbnbによると5.5
日対3.5日）、50 モントリオールではさらに長期化するこ
とが分かりました（Airbnbによれば5泊対2.7泊）。51 さら
に、HomeAwayは、民泊に関する2017年トレンドレポー
トの中で、アメリカ人旅行者の滞在期間は2015年から
2016年の間に27%増加したと報告しました。52

民泊ベースの旅行から利益を受けるのは、ホストと現
地の商人ばかりではありません。 比較的早い段階から、
民泊の課税金はかなりの金額をコミュニティに貢献して
います。 この新しい税収は、手頃な価格の住宅（シカゴと
ロサンゼルス）、芸術（サンフランシスコ）、デスティネーシ
ョン・マーケティング（フランスとフロリダ）など、コミュニ
ティに利益をもたらす特別な目的に充てられます。53 税
金に関する詳しい議論については後述します。

民泊は経済成長を促し、観光産業の見通しを明るくす
るにあたって、一役買ってくれます。 執筆の時点で、日本
の年間旅行者数は2,400万人に達していますが、2020年
までに4,000万人を狙っています。これは、旅行および観
光によるGDPシェアを倍増させる数字です。 さらに、日
本には空き家が800万戸あり、今後の宿泊負担の緩和に
一役買うことが期待されます。 適度に発達した民泊経
済は、あらゆる分野で大きな違いを生み出すのです。54

民泊は繁忙期の供給を支え、殺到する観光客への地
方自治体の対応を支援し、より多くのリソースを地方経
済へ回します。 例えば、Airbnbによれば、2016年のリオ
デジャネイロ夏季オリンピック期間中の宿泊パートナ
ーとして、同社のホストは80,000人のゲストを迎え、1億
米ドルの経済効果があったことが報告されています。55 
Airbnbは、韓国の江原道で行われた2018年冬季オリン
ピックでも宿泊提供契約を結んでいます。

同じく重要な点ですが、民泊は関連雇用環境全体を支
援することも忘れてはなりません。 世界経済フォーラム
によると、「1つの観光地に30人の新しい旅行者が訪れる

日本は2020年ま
でに観光客数を 
2,400万人から
4,000万人まで
増やそうと目指
しています。民泊
はこの助けにな
れるのです。

—『Nikkei Asian 
Review』 

Airbnbのホスト
は、80,000 人の
ゲストを2016年
のリオデジャネイ
ロ夏季オリンピッ
クに迎え、1億米
ドル の経済効果
を現地経済に貢
献しました。

—Airbnb 
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たびに、1つの雇用が生まれる」とのことです。56 この成長
中の産業のニーズを満たすため、多くの企業が製品やサ
ービスを提供しています。 ホストの章で取り上げたUrban 
BellhopやGuestyは、物件管理サービスを提供していま
す。 Airbnbでは、ホストが利用できる民泊の写真を撮る
ために大勢のプロのカメラマンに協力を求めました。

クリーニングサービスも、民泊産業が地味ではあり
ますが、明らかに必要としているニーズです。 ホテルと
は異なり、民泊にはハウスキーピングスタッフがいない
ので、職探し中の人に大量のクリーニングやメンテナン
スの職が創出されます。 しかし、ニューヨーク市が民泊
の規制を強化することを決定したとき（2016年10月可
決、2017年1月施行）、民泊関連職にあった人々は職を
失いました。 『Fortune』は、ニューヨークのとある清掃
員の体験を記事にしました。彼女は貧困から抜け出し
つつありましたが、民泊法の変更により状況は一変しま
した。 「清掃員の収入と生活保護手当によって、彼女は
やっと地に足がついたように感じることができました。 
しかし、[2016年] 11月までは週に25～30時間働いてい
ましたが、 [2017年] 1月からは8時間程度にまで減少し

1つの観光地に30
人の新しい旅行者
が訪れるたびに、 
1つの雇用が生ま
れます。 

— 世界経済フォーラム
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ました」。57 地方自治体が民泊の成長を容認すれば、ゲ
スト、ホスト、労働者、地元企業、コミュニティすべてに
利益がもたらされます。

混乱に備える

先述のように、民泊産業のニュースは毎日飛び込んで
きます。 その多くは好印象のものですが、この新

しい業種が原因で発生するストレスと混乱に焦点を絞っ
た報道もかなり見受けられます。 ストレスがあるのは分
かりますが、だからといって民泊が悪だと決めつけられる
ものではありません。 民泊は、ただ新しい業種だという
だけです。そして新しいものごとは混乱をもたらします。  

規制当局は、既存の規則を民泊分野に適用するのは
容易ではないと理解する必要があります。 建物、歴史、
運営法と財務構造が確立されたホテルとは異なり、民
泊は住宅産業に融合します。 経営者はほとんどが一般
市民で、建物の外観も機能も一般物件です。さらに混乱
することに、民泊は状況に応じて変化します。 一般的な
企業の特徴がないため、規制はもちろん、状況を監視す
るのさえ困難です。 民泊は新興企業なので、成長を生み
出したり経済発展を促進するという良い面もあれば、難
しい面もあります。なぜなら、ホストの多くは経営など初
めてで、仮に規則があったとしても、どの規則に従えば
よいのか、無視できるのかの区別が付かない場合があ
るからです。

規制するには面倒な状況であることに疑いはあり
ません。

さらに、他からも指摘があるように、インターネットと
シェアリングエコノミーの行動は、定着した従来のビジ
ネスと同じにはならないことが多いのです。 「許可を求
めるのではなく、許しを得る」というお題目を唱えても、そ
れが必ずしも当てはまるとは限りませんが、これは一般
的な態度であり、規制当局を躊躇させてしまいがちです。

既存の経済は規則に基づくため、ゲスト、ホスト、規制
当局による行動と期待が決定しやすくなります。 ところ
が、時に形式張らない新しいシェアリングエコノミーで
は、関係性の基盤の大部分が信頼に置かれるため、規制
が難しいのです。 ホテルより民泊を好むゲストは、経験の
多様性（範囲が広すぎてこれも統治が難しい）と個人の
関係性を重視し、ホストとゲストとの交流を楽しみます。58

一見、このような行動は混乱への扉を開くように見
え、民泊に関する衝撃的なニュースのほとんどは、信頼
が裏切られたことに集中しています（極稀に、よこしまな

評判 メカニズ
ムは—顧客を
守り、信用を築
きます。
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ホストが物件内に隠しカメラを仕掛けるなど）。 しかし、シェアリングエコ
ノミーとインターネット、そのプラットフォームは、見知らぬ者を信頼する
方法が持つ根本的な問題（とりわけ、他人が自宅にあなたを招くこと、ま
たはあなたの家に他人が泊まることという敷居）を解決する上で飛躍的
な進歩を可能にしました。 その鍵を握るのは「評判メカニズム」です。”

評判メカニズムとは何でしょうか？ 代表的な例はソーシャルメディアで
す。 Facebook、Instagram、WeChat、LinkedInなどのプラットフォームは、人
とソーシャルネットワークを接続することで、メンバー間の信頼を担保し
ます。 評価システムも同様です。 Amazon.comで5つ星レビューが何百件
もあれば、顧客はまったく知らないブランドでも製品を買う確率が高くな
ります。 評判メカニズムは、当事者間の不確実性と情報の非対称性を減
らし、 良い行いと高品質サービスにはインセンティブも与えます。

無論、それには限界もあります。 レビューは歪曲されたり虚偽であっ
たりすることもあり、例えば個人情報の使用は情報セキュリティに関す
る疑問を提起しています。 （規制当局にとって、データプライバシーに関
する重要な規制の発展を常に把握することが重要です。） しかし、大体に
おいて、評価メカニズムはインターネット経済において極めて価値が高
いことを証明してしまったため、スターウッド・ホテルズ&リゾーツ・ワール
ドワイドチェーンなどの従来型ホテルブランドでも、自社のウェブサイト
で自社物件のカスタマーレビューを提供することにメリットがあることに
気付きました。59

オンライン旅行代理店や民泊プラットフォームは、顧客のニーズに対
する反応が迅速で、イノベーションによって問題を克服し続けているた
め、成功を収めています。 そのようなサービスを利用すれば、潜在的ゲス
トは物件とホストについて知りたい情報を得て評価でき、サービスの機
能、システム、プロセスにより、ホストとゲストが取引60 を行うために必
要な信頼が生まれます。 このプロセスでは、ユーザー発信のブランドが
極めて重要です。したがって、当社ではゲストとホストには、オンラインプ
ロフィールの作成、レビューの書き込みなどには注意を払うよう呼びか
けています。 評価メカニズムは100%の確実性を保証することはできま
せんが、大数の法則により、ソーシャルネットワークの増加によりレビュ
ーとリンクの数が増えるに伴い、シェアリングエコノミーの参加者が期
待し必要とする結果が生まれます。61

言い換えれば、評価の高い民泊を予約する場合、信頼できる大手ホテ
ルブランドの安心感は得られないかもしれませんが、レビューや特徴（ホ
ストのプロフィールや物件の写真など）がすべて正確で、期待通りである
ことは確信できます。 信頼を裏切ることは、ホストにとってもゲストにとっ
ても極めてリスクが高い行為です。 ステファニーが述べたように、信頼に
基づく経済では「マイナス評価」は「クレジットスコアが悪いことよりもは
るかに大きな打撃となりかねません」。62

これは、規制当局がこれまでに相手してきた世界とはまったく異なる
ため、調整と姿勢の変更が必要になるのは自明です。 ただし、これは民
泊とシェアリングエコノミーが悪というわけでも、規制がうまく適用され
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ると淘汰されるという意味でもありません。 これらの分野は、まったく
新しく、急成長しているところです。 うまく適応して取り込んだ観光地は
直接の恩恵を受けやすくなっており、消費者がスマートフォンで瞬時か
つ容易にアクセスできるその他多くの競争相手に対しても、旅行と観光
の面で優位に立てるでしょう。

公平な競争

オンラインプラットフォームはデザインも規模もさまざまですが、
大規模な海外旅行向け、あるいは小規模な国内旅行向けな

ど、シンプルに規模と範囲で分類できます。 そして、どんな参入者にも
居場所が用意されているのです。 ターゲットを絞り込んだプラットフォ
ームは、地域情報が豊富で特定の都市や市場セグメント（タイまたは
フロリダの海辺のコミュニティのヴィラなど）の候補が充実している
ので重宝します。 インターナショナルプラットフォームには、世界有数
のマーケティング、顧客へのグローバルアクセス、セキュリティが万全
な決済システムと顧客データ保護（データプライバシーの重要性がま
すます高まっている現代には極めて重要）など、さまざまな利点があ
ります。 顧客は自分のニーズに最も適したプラットフォームを選択し
ます。 政府は、グローバル企業に対する国内企業の保護に注意しな
ければなりません。グローバル企業の方が世界中から旅行者とその
お金（ドル、人民元、ユーロ、円）を呼び込む力があります。 経済は、公
平な競争の場を作りそれを維持すると繁栄し、公平な競争に対して
ある企業のみを保護すると廃れます。

コミュニティの不安

先述のように、民泊はコミュニティの不安を数多く煽り立てます。 
主な問題（近隣住民からの苦情、住宅への影響、差別、ホテルと

の競合）を確認し、それぞれの対処法に注目しましょう。

近隣住民からの苦情
短期レンタル（具体的にはレンタル物件のゲスト）に関する一般的な苦
情の1つは、近隣住民への騒音や迷惑行為です。 この問題はよく見られ
分かりやすいのですが、解決するには熟慮が必要です。 近隣住民の規
範を理解し、迅速かつ効率的に問題へ対処し、他者とコミュニケーショ
ンを取ることが重要です。

ある地域では、規制当局が一戸建用に近隣を区分することで対応し
ました。 例えば、執筆の時点の話ですが、アトランタ、デンバー、オクラホ
マシティ、マイアミビーチ、フィラデルフィアは、一戸建区画に民泊が指
定されている米国の都市です。63 ゾーニングには民泊の密度を拡散す
る効果があります。特に都市部では、Airbnbリスティングの2017年学術
調査によると、リスティングの「地理的集中が激しい」といいます。64 しか
しながら、ゾーニング関係の法律はある識者が「法律用語が網の目の
ように入り組んでいる」65と評したほど、信じられないくらいに複雑なこ
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とが多く、法律を紐解き、リスティングが非合法な区画にあるか否かを判
断する負担はホストに委ねられますが、ホストらはおおむね専門家の助
言を得るために必要なリソースを持ち合わせていません。66 したがって、
規制当局とコミュニティに対して、最初に既存の非公式メカニズム（町内
会から文化基準まで）を役立てることから取り組み、市場の性質上変更
が避けられない区画の法制化などの思い切った手を打つ前に、市民意
識を高める運動を立ち上げることを、私たちは推奨します。

一部のコミュニティでは、このような自主規制に向けた有機的なプロ
セスが既に始まっています。 例えば、日本は、礼儀作法にうるさく、まとま
りのある社会であることがよく知られています。 近隣住民が静かな場所
にゲストを迎えると、火種の元になることが確実のように見えますが、お
話を伺ったある民泊ホストは、彼のコミュニティで状況にうまく対処でき
た成功談を語ってくれました。 近隣住民との約束を守っていることを保
証するため、ゲストには詳しく説明してごみ収集等の業者も雇い、ご近所
や町内会との関係を慎重に深めていきました。 

こうした特定のホストがコミュニティの不安へ対処するために示した
気遣いは、極稀な例外にしてはなりません。 近隣住民と地方自治体は、ゲ
ストが適切かつ周りを尊重して振る舞うにはどうすればよいかを理解し、
近隣住民は不安や軋轢が発生したときにどう対処しすればよいかが分か
るように、ガイドライン、ポリシー、連絡メカニズムを整備することで、民泊
のニーズを認識して対処できます。 また、市民意識を高める運動や、看板
の掲示、対立することなくタイムリーに情報交換を促進するためのホット
ラインの開設も効果的です。 大規模に民泊を運営する場合、コミュニティ
は提供企業、情報収集企業、運営企業と、現地スタッフの雇用、手頃な値
段の住宅の確保、他の手段による公共財への貢献を交渉できます。67

安全
先述のように、民泊産業は新しいため、事件が起こると過度の注目を集
めがちです。 世界中のホテルで窃盗やその他の犯罪が起こっても、現代の
マスコミが注目することは滅多にありませんが、民泊のような比較的新
しい産業での犯罪は、重大ニュースのように扱われます。 大きく広がった
市場で、ホストとゲストの双方の安全のための規制は、商業賃貸用に設
計されたホテルに比べ、はるかに複雑化するのは無理もありません。 

短期レンタルが厳密にはホテルにも個人住宅にも分類できないこと
を考慮すると、「従来の宿泊施設提供者」向けに策定された健康および
安全対策には必ずしも縛られません。68 しかし、規制当局の念頭には安
全が置かれているのは間違いありません。 執筆の時点で、一部の米国
地域では、基本火災安全法の遵守を民泊に義務付けることを開始しま
した。 例えば、タコマでは、ホストが自動火災・一酸化炭素検知器を設
置しなければなりません。69 シカゴでは、「各バケーションレンタルの内
部入口」に避難経路図を張り、ゲストに提示しなければなりません。70 デ
ンバーでは、ホストがゲストに安全情報を提供しなければなりません。71 
ニューオーリンズでは、ホストが賃貸物件を登録することが義務付けら
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れており、申請書に「各寝室の火災検知器、消火器、非常口の場所を示
す間取図」を記入し、50万米ドルの損害賠償保険証書を添付する必要
があります。72

カナダのトロントでは、コミュニティの介入が軽めです。 ホストは、オ
ンタリオ州の建築法および火災法を遵守することを文書で証明します
が、認可を得るためのコンプライアンス証明は義務付けられていませ
ん。73 地震や津波などの自然災害が発生しやすい日本では、ゲストの安
全を確保するため、現在数多くの規制が整備されていても驚くことでは
ありません。 例えば、建物では自動火災報知機、消火器、緊急避難経路
を明示した照明を設置し、メンテンナスを行うことが義務付けられてい
ます。74 各国および各都市がそれぞれのニーズに最適な安全規制の内
容を決定しなければならないのですが、ゲストの安全が最優先事項で
あることは疑いなく、ホストと政府は連携して民泊に適した基準を策定
する必要があります。

広い意味では、民泊におけるゲストとホスト双方の安全とセキュリテ
ィは、すべての当事者に左右されます。 ゲストは、レビューを読んだり、
ホストの評判を検索したり、リスクにさらされそうな状況を避けたりす
るときは注意する必要があります。 ホスト側も同様です。 見ず知らずの
人が宿泊する家に、貴重品や秘密の書類を置きっぱなしにすると、所有
物や個人情報が盗まれやすくなります。 サービス業者も、パートナーや
顧客の安全を確保するためにできることはすべて実行する必要があり
ます。個人と会社全体の幸福がかかっているからです。 器物を破損する
ゲスト、ゲストを盗撮するホスト、侮辱したり攻撃したりする人など、信
頼を悪用する人には法的手段を取り、サービスから排除する必要があ
ります。 シェアリングエコノミーでは信頼が通貨なので、信頼を裏切る
ことは通貨の偽造やその他の悪質な詐欺に等しいものです。

安全の確保において規制当局の果たす役割は重要です。 ソーシャル
メディア時代には、悪評はほぼ瞬時に拡散されるため、複数の事件が
重なる地域は苦労しやすくなっています。 地方自治体は、犯罪を予防
し、問題発生時に迅速に対応するため、サービス業者やホストと協力す
る必要があります。 ネットワークのすべての部分で、好評からは利益を
得て、悪評からは損害を被ります。環境が安全になるほど、旅行者を引
き寄せやすくなります。

地方住宅市場に及ぼす影響
民泊が地方住宅市場に及ぼす影響に関する現実的な懸念について
は、ジェントリフィケーション、「ホテル化」、強制退去がキーワードで
す。 長期住宅ストックを短期レンタルに転換すると、市場への影響は
プラスに働く場合もあれば、マイナスに働く場合もあります。 規制当
局が最初に取る措置として全面禁止を課すことがありますが、ほとん
どの場合、これは理想的でも実用的でもありません。 私たちが利益を
増やし損害を軽減できるように、プロセスを効率よく管理する方法が
あります。 詳細を見ていきましょう。
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民泊は住宅ストックと価格水準を破壊するという批
判がありますが、それは正しい場合があります。 これま
で長年にわたり住宅として使用されてきた物件が、短期
レンタルユニット専用に転換され、実質、住宅市場から
スペースをもぎ取っている例もあります。 これは、米国
カリフォルニア州のジョシュア・ツリー国立公園のはず
れにあるジョシュア・ツリーという小さな町で起こりまし
た。 『Harvard Business Review』の2016年の記事による
と、人口7,414人の町にある民泊の数は200を超えてい
ました。住民の数に対する民泊の比率が異常なほど高
いことは明白です。 住民のクリスティン・プフランガーは、

「住民は借りられる物件を見つけるのが難しくなってお
り、またバケーションレンタルに譲るために自宅から押
し出されている」ことに気付きました。75

他の地域でもテナント立ち退き率が上昇し、これも場
合によっては短期レンタルの成長と相関関係がありま
す。76 短期レンタルの比率が高い地域では空室率が低い
傾向があります。ひとつには、賃貸の空室は長期住宅市
場から除外され、短期住宅の入居率に数えられるからで
す。77 短期レンタルの多くはホームシェアではなく、実際
には家主が住んだことのない賃貸専用に使用される物
件です。 例えば、Inside Airbnbのデータによれば、2018
年のAirbnbのシドニーリスティングではおよそ61%がア
パート全体でした。78 前年には、Airbnbのロサンゼルス
における収益の89%は「現地にホストが住んでいないユ
ニット全体」によるものでした。79

これらのレンタルは効率的な転換またはホテル化で、
関連市場の住宅コストに影響を及ぼす可能性がありま
す。 2016年にある研究者は、ロサンゼルスの賃貸は民泊
率が低い地域に比べ民泊率が高い地域の方が33%回転
が速いことを発見しました。 例えば、人気の地区である
カリフォルニア州ベニスビーチでは、Airbnbで利用可能
な賃貸物件が12.5%もあり、異常なほど高い比率です。80

これらの例は、ジェントリフィケーションに関する数十
年にわたる議論の一部です。 近隣には安定を求め変化
してほしくないと考え、既存テナントに大きな権限を与
える勢力もいれば、 物件オーナーの発言力は強く、売
却、賃貸、リフォームのいずれか適した方法で不動産の
価値を最大限に高める権利があると信じる勢力もいま
す。 この議論には、絶対的な正解も不正解もありませ
ん。 両陣営ともしっかりとした論拠を持っているので、ど
ちらに与するかはその人が所有者であるか賃借人であ
るか、昔からの住民であるか短期間の訪問客であるかに

効果的な規制は、
現地のニーズに合
わせて調整される
べきです。どこでも
効果的な政策はあ
りません。
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よって左右されます。 旅行者が本当に求める交流と収益をもたらす地
域や、空室率の高い地域では、短期レンタルの増加がもたらす恩恵は
計り知れません。 他の地域では、衝突が起こりやすい場合もあります。

規制当局は、影響を受ける顧客層のニーズに敏感になることで、こ
うした問題に対処できます。 不法に立ち退きを迫ったり圧力をかけた
りする地主は阻止する必要があります。 一方、テナント側も変化は不
動産の基礎をなす性質であり、市場の力が勝る状況もあることを認識
しなければなりません。 そうは言っても、市区町村の意思決定者は自
らの権力を不正防止に使うことができるのです。

例えば、人気の観光地（ロンドン、アムステルダム、日本など）では、
民泊を年間一定の日数またはホームシェアリングのみに制限するこ
とで、望ましくないホテル化のリスクを下げることができます。 また、テ
ナントを強制退去させた住居の民泊には1年の執行猶予期間を設け
ると、住居を破壊したり賃料を払わないテナントを排除するよりは、利
益の最大化を図るために企まれる立ち退きを効率的に予防できます。 
ただし、制限の設定に関する章で説明しますが、すべての規制が平等
に制定されているわけではありません。 手頃な価格の住宅を保護す
るという大義名分で採用されるツールの中には、住宅の供給と価格に
プラスの影響を与えないこともあります。

成功するためには、禁止措置を講じたり、所有者、賃借人、訪問客
の状況に適していない法律を立案するのではなく、市場力学を理解し
て地域のニーズに適応した（過度に複雑ではない）規制を選択し、施
行することが重要です。

差別
最も有名な民泊プロバイダーのAirbnbは、大きく報道された違法な
差別事例に数多く直面してきました。 2017年2月、カリフォルニア州
のビッグベアという保養地で、アジア系アメリカ人の法学部生が山小
屋を予約したところ、到着の数分前にキャンセルされるという事件が
ありました。彼女は悪天候の中、数時間かけてようやく目的地にたど
り着いたところでした。 地元紙によると、ホストは彼女に対してキャン
セルの根拠を説明し、メッセージでこう告げたといいます。「お前が地
球上で最後の人間だとしても、お前に貸す宿はない。一言で言ってや
る。 お前がアジア人だからだ」。 また、「この国が外国人にああしろこ
うしろと言われるのは許さない」とも。81

この事件は大々的に報道され、最終的にホストには5,000ドルの罰
金、ゲストへの謝罪、市民権団体での地域奉仕活動、4年間の監視措
置が命じられました。82 偏見と差別を助長していなかったと実証する
大きなプレッシャーにさらされる中、2017年8月にバージニア州シャ
ーロッツビルで起こった事件を受け、Airbnbもまた、白人至上主義者
集団がゲストとしてプラットフォームを利用することを禁止しました。83 
それ以降、Airbnbは「門戸開放」ポリシーを定め、差別により部屋を予
約できないと思う顧客が24時間アクセスできるプロセスを開設しまし
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た。特別な訓練を受けた担当者が連絡を受け、「ゲストが確実に宿泊場
所を見つけられる」ようにサポートします。84

差別は人種や民族のみではありません。 例えば、インドの一部
のコミュニティのホストは、結婚しているカップルのみにレンタ
ルを許可しています。 興味深いことに、インドにはホテルの客室
を未婚のカップルに提供することを禁じる法律はありません。地
域社会の圧力と地元警察による勇み足の問題でしょう。 しかしな
がら、こうした制限でさえ企業の機会を創出しています。 ニュー
デリーのStayUncleという企業は、カップルに8～10時間の短期レ
ンタルで部屋を提供しており、OYO Roomsという情報提供サイト
では、ゲストが未婚カップル専用の宿泊所を見つけることができ
ます。85 StayUncleは「カップルに必要なのは意見ではなく部屋」86 
をモットーにしており、「地元またはその他の都市のIDを持ってい
れば、既婚でも未婚でもカップルが安全・安心のホテルを予約で
きるインド初にして最高のポータル」と紹介されています。87

他の多くのことでも同じですが、すべての地域ですべての人に適した
規則を作るのは不可能です。ただし、原則と地域の基準との間で適切な
妥協点を見つけることは重要です。

競争
賃借人は、短期レンタルのせいで住宅市場が困難になっているという
不満を訴えています。 一方、ホテルとその労働組合は、民泊が新参者と
して市場に入ってくることで不公平な競争になっていると抗議していま
す。 争点は、民泊はホテル税を収めていない、公衆衛生に関する規制を
回避している、外部のクリーニングサービスを使用することでホテルス
タッフが解雇される（先述の『Fortune』が取材したニューヨークの掃除
婦の例を参照）ことです。

ホテル組合の憤りはあからさまです。 極端な例を挙げると、ニュー
ヨーク市ホテル協会では、イギリスのマンチェスターの民泊に宿泊し
ていたテロリストによる事件を受け、民泊はテロリストの温床である
と警鐘を鳴らすキャンペーンを打ちました。88 執筆の時点で、全米ホテ
ル＆ロッジ協会は数百万ドルの規制対策予算を「Airbnb駆逐」に使っ
ていました。89

規制当局は、こうした極端な主張や不安を煽る戦術に対して、慎重な
姿勢を見せる必要があります。 競争はビジネスの一部であり、永続する
神聖なビジネスモデルなど一切存在しません。 全米家電協会の政府お
よび規制対策部門シニアバイスプレジデントのマイケル・ペトリコーン
は、こう説明しました。「ある都市が、Airbnbを介して予備の寝室を貸し
ている人にも、ヒルトンホテルに適用されているものと同じ規制を適用
する場合、それが不適切なことは明らかで、現在の利益を保護するため
に行われているかもしれません」。90

インターネット協会は、民泊がホテルと競合しているか否かについて
アンケートを取りました。 その結果、民泊がホテルの市場を組織的に取
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30%から50% の
ゲストは、民泊が
なければ旅行をし
ていなかったかも
しれません。

—WTTC

り込んでいるという統計的な証明はできませんでした。 
また、民泊は現地住民を追い出すのではなく、むしろ自
宅に住み続けられるように手助けしている可能性がある
ことも確認されました。 同協会では、政策立案者は反対
の主張に屈することなく、事実に基づかない議論を受け
入れるより証拠を審査するよう要請しました。91

また、WTTCは、グローバル経済影響と問題2017レポ
ートの中でこの問題に真正面から取り組み、「ホテルの
販売客室数が常に高いのは、民泊モデルが新しい需要
を誘引していることを示唆している」と報告しました。92 
このレポートによれば、ホテル需要に与える民泊の全影
響は「グローバルホテルセクターの大きな枠組みで見る
と比較的小さい」とされています。 さらに重要なことに、
このレポートでは、民泊が本当に競合するとすれば相手
は低層のホテルということになりますが、「需要のかなり
の割合（30～50%に上ることも多い）が誘発されており、
低価格オプションがなかったとしたら、訪問客は旅行に
来てなかった可能性があることを意味する」とも指摘し
ています。93 言い換えると、民泊は本来旅行の機会がな
かった旅行者も観光地へ誘っていると言えます。

観光地は、競争とイノベーションを阻害すれば自分
たちに跳ね返ってくることを忘れてはなりません。 ニュ
ーヨーク大学レナード・N・スターン・スクールのアルン・
スンダララジャン教授はこう書いています。「ビジネスが
消費者を満たしていない消費モデルに依存している場
合、そのような消費者のために効率化を図る新しいシェ
アリングエコノミー市場が既に存在する確率が高いで
しょう」。94 イノベーションの負けに賭けるのは得策では
ありません。

一部のホテルチェーンはこうした動きを認識し、新し
い競争方法を模索しており、自分たちもイノベーションを
するという回答に至りました。 例えば、マリオット・スター
ウッドメガチェーンでは、ミレニアル世代の旅行者をター
ゲットにした、地球にやさしいエレメントホテルとして新
しくモクシーブランドを立ち上げ、同ブランドのサービス
アパートメントも提供しています。

競争は革新に拍車をかけます。長い目で見ると、民泊
はオンデマンドチェックインなどのホテルの特徴を採用
することで利益を得て、ホテルは民泊を成功に導いたパ
ーソナライゼーションと多様性を提供する方法を見つけ
ることになる可能性が高いでしょう。 常に前へ進んでい
る世界において、変化への適応は、現状維持に固執しよ
うとするより、はるかに成功しやすい方程式です。
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規制は必要か？ 必要ならその方法は？
シェアリングエコノミー産業がしばしば批判される
理由として、既存のビジネスモデルを破壊している点
だけではなく、法律と規制をくぐり抜けている点も指
摘されています。 シェアリングエコノミーのパターン
は、規制が拠り所とする仮定やモデルにぴったりと当
てはまらないので、双方が歩み寄る必要があります。 
規制の目標は、不公平な競争を防止することであっ
て、既得権益を保護することであってはなりません。
また、消費者の安全を確保することであって、消費者
の選択肢を狭めることではありません。 

この目標を達成しやすくするため、世界中の政
策立案者が民泊を規制するために主に取り組んで
いること、そして民泊が振興産業であることを認識
するための主なアプローチをまとめました。 最初
に認識すべきことは、民泊産業が成熟しより専門
化するため、規制には変化に対応できるようにする
ための十分な柔軟性を持たせる必要があることで
す。 政府が大企業より中小企業の方にさまざまな
奨励金や規制を提供しているように、民泊は規模
に応じてさまざまな種類のホストに適応する必要
があります。

規制プロセスに関与するすべての当事者（政府だ
けではなく、ホストとその協力先の企業）の役に立つ
であろう原則を3つまとめました。 

上記の原則を取り入れる規制当局は、規制の立
案がスムーズになり、全体の利益のため、他の利害
関係者からの協力も得られるようになるでしょう。

規制についてもう少し詳しく見ていきましょう。
私たちが注目するのは3つの主要規制:    

 1）制限、2）認可および登録、3）課税です。 規制当局
は、現在の状況に最も適しているのは何かを判断し
なければなりませんが、先を見据えた状況を構築す
るため、ホストはもちろん他の顧客層とも相談し、民
泊が提供できる幅広い経済的および社会的メリット
を促進するために働くことを、私たちは推奨します。

民泊規制に関す
る指導原則

民泊規制は、

責任ある民泊活動を推
進し、ホスト、旅行者、コ
ミュニティの利益を保

護するため適切に監視
すること。

民泊活動の経済的コス
トおよびメリットのバ

ランス を調整すること。

ユーザー重視 、理解し
やすい、施行しやすいを

心がけること。
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日本の旅行を変える民泊

日本は人気の観光地です。日本政府観光局によると、2017年の
訪日外客数は2,870万人で、ついに5年連続で前年の記録を破

りました。95 旅行者増は注目に値する傾向です。 しかし、さらに大き
な未来が期待されています。 2020年までに訪日外客数は少なくとも
4,000万人以上になる見込みです。96 一部ではこれさえも控えめな数
字と考えられています。 日本は海外人気をがっちりと掴み、旅行客が
急増しています。この状況がピークを迎えるのが2019年のラグビーワ
ールドカップおよび2020年の夏季オリンピックと予想されています
が、ここで漠然とした疑問が生じます。

旅行客はどこに泊まるのでしょうか？
ホテルの客室不足は特に東京では深刻で、日本は全体的な解決

策として民泊へ舵を切ろうとしています。 厚生労働省が15,000人の
オーナーを対象に行った最近の調査によると、許可を得ていたのは
わずか17%に過ぎず、31%は無許可営業（残りは識別不可）だったこ
とが判明しました。97 許可を得て営業していた民泊は、特別指定区域
にあり、滞在期間などの要件に関する制限を遵守しなければなりま
せんでした。 指定区域では、Agoda、Airbnb、Booking.comなどの企業
がすでに堅実なビジネスを行っています。

例えば、Airbnbでは、2016年だけでも370万人の訪問客を取り扱
ったと主張しており、食事やアトラクションなどへの支出を含む、ユ
ーザーの総支出に基づく日本経済への効果は、989,200億円（約84
億米ドル）と推定されます。99 2017年6月の時点で、HomeAwayの
日本における登録戸数は10,000件に満たないくらいでしたが、100 
2018年1月のAirbnbの登録戸数は60,000件でした。101 アジア随一
のホテル予約サイトであるAgodaは、民泊に参入して日が浅いので
すが、宿泊市場のこのセグメントに参入した2017年の時点で、日本
のリスティングが数千件あります。

これら以外に他のプラットフォームも、リスクや不確定要素はあ
るものの、2018年6月に施行された新法を受けてビジネスチャンス
を見出しています。102 同法では、民泊プロバイダーとして当局に登
録すれば、個人および法人のオーナーが年間180泊まで不動産を貸
すことを認めています。 新法はお墨付きを与える一方、特定の利害
関係者の間には不安も喚起しています。 一部では、最大180日の宿
泊制限が短すぎるというのです。 ホストの中には、180日の上限は
収益を上げることを不可能にしており、法令違反の罰金が科される
リスクにより、民泊営業の魅力が徐々に失われていると声を上げる
者もいます。103 また、180日制限では、日本の人気観光地の深刻な
宿泊所不足に対し、適切に対処できるのかと疑問の声を上げる者
もいます。104 『Nikkei Asian Review』および『Japan Times』の報告に
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よれば、Airbnbは法律を遵守するため、6月15日の締め切り前に日
本の全リスティングの80%を削除し、わずか数週間でサイトの合計
リスティングが13,000件にまで減少したといいます。105 無論、完璧
な法律などあるはずがなく、日本政府は絶えず民泊産業と協力し、
改善に取り組んでいます。106

「新しい規制は、ホストに利益がないから良くありません」と語る
のは、Agoda Japanで地方民泊プログラムをサポートしている地域
マネージャーの河本高です。 「物件のほとんどは、代理店やアグリゲ
ーターおよび不動産会社が管理しており、認可はこれらの事業体が
取ります。しかし、個人オーナーが市場にどれくらいいるのか分かり
ません」。107

さらに、地方公共団体の多くは、場所を制限するか180日の上限
を減らことで、民泊に追加の規制をかけるかどうかを議論していま
す。108 例えば、兵庫県では、幼稚園、小中高校の半径100メートル以
内で民泊を禁止することを検討しています。109

言い換えれば、複数の物件を抱える不動産管理会社は、180日の
賃貸制限をコントロールできるだけの資本と物件数を持っています。 
しかし、物件に住んでいないホストは、地主または建物の許可や認可
を得る必要があり、少なくとも半年は空室になるリスクにも直面する
ことになります。 日本の新経済連盟の報告によれば、当該ホストの
約90%は新しい規制によって彼らのビジネスが損なわれていると主
張していることが分かりました。110

ただし、新しい民泊法がお墨付きを与え、既存の法律を簡素化し
ている点に注目することが重要です。 既存経営者と新規参入者の双
方にとって、日本市場では競争が激化しています。 株式会社リクルー
トホールディングス（かつて日本最大の人材派遣会社）は、2018年1
月に民泊市場に参入し、Airbnbと提携して自社の有名な住宅サイト
Suumoでリスティングを提供することを発表しました。111 日本のロー
カルスタートアップ百戦錬磨は、株式会社 JTB（日本最大の旅行予
約サイト）と提携しています。百戦錬磨は800件の物件を公開し、JTB
の多言語旅行予約サイトJAPANiCANでアクセスできます。 一方、
楽天株式会社は、途家と提携して訪日中国人旅行客の流入（2016
年には訪日訪問客の25%が中国人）とその中国で確立されたブラン
ド名を利用しています。112 途家は、北京を拠点とするスタートアップ
で、2025年までに日本のリスティング数200,000件を狙っています。113 
また、楽天株式会社はHomeAwayとBooking.comとも提携していま
す。114 最も興味深い新規参入企業はテラハクです。同社は宿坊（寺院
で宿泊と精進料理が楽しめる）を提供する企業です。テラハクは、国
内旅行者以外にも英語圏旅行客もターゲットにするため、Airbnbお
よびBooking.comと既に提携しています。115

このトレンドに立脚し、Airbnbはさまざまな方法で市場に対応し
ています。 個人賃貸以外にも、「旅行系スタートアップとの提携によ
るブティック旅館・ホテル」など、幅広い宿泊オプションを提供してい
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ます。116 こうした取り組みの一環として、同社ではエボラブルアジア
と提携し、特別ウェブサイトで「建物やサービスの面で独自の特徴」を
誇る富裕層向け和風旅館・ホテルを提供しています。117 早くも2016
年にAirbnbは、ベンチャーリパブリックと提携し、Airbnbの物件を
Travel.jpプラットフォームのほか、日本で活躍するオンライン旅行代理
店（Expedia、Ctrip、自在客、Agodaなど）に統合しました。118

その間、2018年6月に施行された民泊法を見越してイノベーショ
ンが登場していました。 セブン-イレブン・ジャパンでは、日本の旅
行代理店JTBと提携し、民泊チェックインを円滑化しています。 国
内コンビニエンスストアに設置した機械で、写真をスキャンすること
でゲストの本人確認ができるようになります。 ゲストの本人確認が
完了すると、鍵が渡され、店舗に返却することもできるようになりま
す。119 これにより、ホストのチェックインプロセスが大幅に効率化さ
れ、とりわけ物件に住んでいないホストには多大なメリットがあり
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ます。法律では、「不在地主」120 に物件管理業務（鍵の受け渡し、ゲ
ストの本人確認、ゲスト予約の管理）の下請業者への委託が義務付
けられているからです。 このようなチェックインサービス機は、東京
の新宿区に設置されており、セブン-イレブン・ジャパンでは、2020
年までに国内人気観光地の1,000店舗に同マシンを設置し、民泊利
用が急増することが見込まれる2020年東京オリンピックに投資す
ることを計画しています。121 このサービスは「コンビニフロントデス
ク24」と呼ばれ、新しい民泊法の施行に足並みをそろえて2018年6
月に開始されました。122

政府も、民泊法が旅行客の日本全域への拡散を助長し、過疎化が
加速している地方や小自治体の活性化につながることを期待してい
ます。 このような変化は諸手を挙げて歓迎されています。2016年のマ
ッキンゼーの調査によると、全訪日客の半数近くは3大都市（東京、大
阪、京都）に集中しており、外客消費額の60%を占めていることが分
かりました。123 他でも述べたように、民泊の成長はホスト、ゲスト、地
方経済にとてつもない機会を与えています。
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規制は、市場の
ニーズに応えら
れるよう、柔軟で
あるべきです。

道は枝分かれ: 多種多様なホストの形態
先述のように、民泊市場の多様性は幅広いもので
す。 空室率の低い超過密市場では、自宅を賃し出し
ているホームオーナーと、フルタイムで物件を貸し
出している営利企業を区別することができます。単
体の物件でありか、商業運営される大規模な物件グ
ループであるかを見れば分かります。124

前者は「一次賃貸」、後者は「二次賃貸」と呼ばれま
す。125 両者のビジネスは大きく異なります。 片や週末に
時折自宅の一室を貸し出しているホームオーナー。 片
や複数の場所で数千件もの物件をフルタイムで管理し
ている不動産管理会社。 両者がコミュニティに及ぼす
影響は、リソースと収益の面からも異なります。 したがっ
て、規制当局が方針を策定するときは、 「方針のターゲッ
トはどのような形態のビジネスか？」という質問を問う
必要があります。

フィラデルフィアやサンノゼなどの米国の諸都市、ヨ
ーロッパの一部の都市では、一次賃貸と二次賃貸を区
別するため、二重規制構造を導入しています。126 規模の
大小により商業運営に貴賎はありませんが、自宅をシェ
アしているホームオーナーと、営利目的のみでマンショ
ンまたは住宅全体を貸し出している営利企業とでは、別
々の規制および課税規則を適用することを選択した地
域があります。 

やりすぎは禁物
規制当局は、ともすると何もかもに規則を定めたくな
る誘惑に駆られることがあります。 例えば、ニューオ
ーリンズのある市議会議員は、ホームシェアリングに
ついて「管理、制限し、財源としなければならない」と
発言しました。127 彼だけではありません。 例えば、タ
イでは、2004～2016年に施行されたホテル法により、
短期レンタルを提供する業者に対し、 最高20,000バ
ーツ（600米ドル）の罰金、最長1年の禁錮、法律違反
期間中の1日最高10,000バーツ（300米ドル）の罰金と
いう重罰が科されました。128 執筆の時点で、台湾は無
許可営業の短期レンタル業者には重罰が科されてい
ました。 罰金は30,000ニュー台湾ドル（1,000米ドル）
～300,000ニュー台湾ドル（10,000米ドル）、さらに違法
とみなされた事業者の追加罰金は100,000ニュー台湾
ドル（3,300米ドル）～500,000ニュー台湾ドル（16,700
米ドル）でした。129 ドイツのベルリンでは、違法民泊業
者に100,000ユーロ（118,000米ドル）という超高額の
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 注意: 荷が重
すぎる、あるい
は罰が厳しす
ぎる規制には、
予期せぬ結果
が伴うかもし
れません。  

罰金が科され、130 シンガポールでは最近、一部の民泊
ホストに60,000シンガポールドル（45,000米ドル）の罰
金が科されました。131

これらの懲罰は、社会的影響に比べ不釣り合いなほ
ど重いものです。 規制当局は、需要と供給が両方存在す
る状況で民泊物件が貸し出されているという事実を認
識する必要があります。根絶しようと躍起になっても無
益どころか、害悪です。 中には賃貸収入が切実に必要な
ホストもおり、民泊ならではの価格と体験を求めている
旅行客は、民泊を探すため他の観光地へ行ってしまう
だけです。

また、法の網をかいくぐってでも短期レンタルは営業を
続けるでしょう。研究者は次のように述べています。 「建
物の要件を満たしていないため事業者がホテル免許を
取得できない場合、法的要件の有無に関係なく、多くは
ホテルビジネスの違法営業を続けます」。132 規制を逃れ
た物件は検査ができず、安全ではない可能性があり、課
税も不可能であるため、規制を締め付けすぎるリスクは
極めて高いものといえます。

『The Business of Sharing: Making it in the New 
Sharing Economy』の中で、アレックス・ステファニーは、
既存のビジネスモデルを保護するためイノベーションが
妨害されたときに起こった過去の興味深い事例を引用
しました。 18世紀にカルカッタからの更紗輸出が成長し
たことを受け、フランスでは更紗の輸入、製造、または使
用を禁じました。 新しい技術を採用しようとした会社は
違法にされました。 70年にわたる禁止措置の結果、激し
い暴動が起こり、国内経済にも深刻なダメージがありま
した。 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのある研究
者は、「更紗の禁止措置をしなければ、フランスは綿織
物の分野でヨーロッパの覇権を握っていただろう」と主
張しています。133

つまり、時代に逆行した保護主義は、未来に大きなマ
イナスの影響を与えかねないということです。

制限の設定
民泊市場を管理する上で、徐々に一般化しつつある
オプションがホスティングの時間制限です。 2015年、
ロンドンでは、ホストが許可なく物件を貸し出せる期
間を年間最長90日に制限すると決定しました（許可
を得ると延長が可能）。 サンフランシスコ管理委員会
は、2016年に短期レンタルの上限を年間60日に設定



民泊: 政府が知っておくべきこと

243

規制は、時間が経つ
につれてニーズが
変化するという点を
念頭に置きながら
も、すべての当事者
のニーズと利害の
間でバランスを取
る必要があります。

し、Airbnbはアムステルダムの民泊を2019年以降年
間30日に制限する予定です。134 自由化の機運が高ま
る中、日本では2017年に短期レンタル期間を年間最
長180日に制限することを決定しました。135 しかしなが
ら、組織的な自動追跡がなく、ホストはあるプラットフ
ォームで期間を制限いっぱい使い切れば、別のプラッ
トフォームに再登録すればよいだけなので、強制は難
しくなっています。

ほかにも、独創的な民泊取り締まりの試みはあります
が、やはり強制は困難です。 例えば、自治体はホストに対
して許可証の申請を義務付けたり（ニューオーリンズで
は一般的）136 、一定範囲内の賃貸物件数を制限したり、
賃貸物件を特定価格帯の建物に制限したりしています。 
同様に、クーリングダウン期間も設けられています。例
えば、法律によりオーナーが物件購入後の一定期間に
わたりホストになることを禁じています。 もう1つの戦略
は、市場メカニズムに頼ることです。 ステファニーは、民
泊を許可するか否かについて、物件が独自の規則や条
件を定めることを提案しました。 「所有するアパートメン
トを任意に貸し出せる物件に住むため、より多くのお金
を払う人がいます」。137

一部のヨーロッパの都市では、民泊とその他の近隣
利益のバランスを調整するため、画期的な方法を模索
しています。 例えば、執筆の時点で、パリではホストが
同等の賃貸物件を長期間提供したことを条件として、
民泊を許可しています。 アムステルダムでは、ホストの
基本賃料が699ユーロ（850米ドル）を超え、かつ地主
が同意したことを条件として短期レンタルを許可して
います。ホームオーナーは、当局に登録して国と地方に
旅行税を納め、年間30日まで最大4名のゲストに限る
ことを受け入れれば、自宅を貸し出すことができます。 
ベルリンでは判断を各地区に委ね、個人と公共の利益
を比較することを義務付けています。長期的な生活ス
ペースの喪失に対しては、ホストが補償しなければな
りません。138

民泊の規制については、1つですべてを網羅できるよう
なアプローチはありません。 規制当局は、利害関係者ご
とに利益が異なり、時に競合することがあり、当局の役
割がすべての顧客層に最も効果的な組み合わせを見つ
け出すことを認識しなければなりません。また、その場所
に最も適した規制でも、時間が経過すれば変化する可
能性が高いことも肝に銘じておくべきです。
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規制が複雑すぎて
導入や遵守が難し
いと、その目的を
達成できません。

認可と登録
認可と登録は、共に一般的で相互に関連することが多
い要件ですが、その規制目的は異なります。 登録によ
り、政府は民泊の監視および追跡の手段として賃貸物
件、ホスト、ゲストに関する情報を集めることができま
す。 認可は、ホストに定められた規制（消防法など）を
遵守するために使用され、認可を受けるためには最低
基準を満たすことが前提条件となります。 両者はときに
重複することがあります。2つともホストが手数料を支払
うことを義務付けており、集めた資金を政府が再分配
します。登録にはホストに地方の法律を強制的に遵守
させる役割もあります（データの更新により法令違反を
追跡できます）。

ホテルと同様、認可は民泊の一般要件であり、それに
は正当な理由があります。安全がおそらく最も重要な理
由でしょう。 139 ホテルでは日常茶飯事ですが、短期レン
タルでの傷害事件や、さらには死亡事故さえも何件か大
々的に報道されています。140 火災とガス漏れは最も一般
的な危険要素ですが、適切な規則と定期的かつ効率的
な検査により、発生確率を大幅に下げることができます。 
ほかにも一般的な規制の実用的な理由としては、近隣
住民の不安と税収の回収が挙げられます。

同時に、認可要件は現状に即している必要がありま
す。 民泊はホテルではないので、その認可は異なってい
る必要があります。 認可要件が冗長かつ複雑で、遵守が
難しい場合、各ホストがすべての要件を満たす可能性は
低くなり、違法営業や廃業などの望まない結果に至る可
能性があることを肝に銘じておくべきです。 このような
結果は既存の認可を受けたホテルとの競合を減らす一
方、旅行客を危険にさらし、旅行客（およびホスト）の自
由を大幅に制限し、民泊がコミュニティにもたらす利益
も減ってしまいます。

一部の国では、営利目的で運営されていない民泊に
とって登録要件が課題になることが判明しています。 例
えば、台湾では（執筆の時点で）民泊を「旅行客向けホ
テル事業体」と分類し、大々的な登録の遵守を義務付け
ています。 台湾で民泊を営業するには、最初にホストが
地方行政局に登録証を申請し、これ取得して、5,000ニュ
ー台湾ドル（170米ドル）の申請手数料を納め、保険証書

（人身傷害または死亡事故の損害賠償保険）の写し、
建物使用許可証、物件の写真などを含め、数多くの書類
を提出しなければなりません。141 先述のように、未登録
で民泊を営業した場合の罰則は高額の罰金です。 さら
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に、認可が与えられても、ホストは宿帳の管理、地方当局への
部屋代（および料金）の報告、安全保守、物件の清掃、ゲストの
所有物、健康、安全の管理など、数多くの営業要件を遵守しな
ければなりません。

ほとんどの規制は、旅行客を保護し、健全なビジネス慣習を
促進するという善意で策定されます。 しかし、規制が複雑になり
すぎたり手に負えなくなったりすると、目標を達成することがで
きず、善意どころか悪意の押しつけになりかねません。

課税
課税されて喜ぶ人は誰もいません。アメリカ建国の父ベンジャ
ミン・フランクリンも「この世に確かなことなど何もないが、死
と課税は別だ」と書き残しています。142 規制と同様に、課税も
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慎重に計画され公平に執行されることを前提にして、善
意の目的のために行われます。 規制当局は、民泊ビジ
ネスとその利益、特に国内および地方の経済にもたら
される利益を損なうような方法で課税してはなりませ
ん。143 言い換えれば、金の卵を生むガチョウを殺しては
ならないのです。

いくつかの例と原則に注目し、規制当局がこの重大な
責任にどのように取り組んでいるかを見ていきましょう。

ほどんどの地域では、所有不動産には既に課税され
ています。不動産の大半は収益を得ることが目的だから
です。 この原則をひっくり返そうとする人は現実にはほ
とんどいません。問題は、民泊にどう適用するのが最適
かということです。

確かに、民泊ビジネスから大きな税収を上げること
は可能でしょう。 Airbnbが指摘したように、ニューヨー
クが短期レンタルを30日未満に制限する決定以外の
規制の道を選んでいたとしたら、2014年だけでも税収
は1億1,000万米ドルは固かったでしょう。民泊市場の
拡大規模を考慮すると、この数字は今後数年でさらに
高くなっていた可能性があります。144 規制当局は、この
新しいビジネスを禁止する場合の代価について詳しく
調べる必要があります。 民泊による税収は、市民と企
業の現在の税負担を相殺したり、新しい財源になる可
能性があります。いずれも政府が懸命に取り込もうとし
ている目標です。

実際に、一部では始まっています。
例えば、フロリダ州タンパはシェアリングエコノミーを

支持する方向へ舵を切りました。 地元紙の引用によれ
ば、市長はこう発言したといいます。「Airbnb、Uber、Lyft
は、私たちが事業を営む方法を根本から変える革新的
なテクノロジーです。 タンパはそれを受け入れる場所
になる必要があります」。145 こうした偏見のない考え
方は、タンパが郡庁所在地になっている郡が2017年に
250,000米ドルの税収を上げた事実に影響を受けたも
のかもしれません。146 ホストが賃貸収益を上げ、訪れる
観光客が増えて多くのお金を落とし、郡の税収が上がる
と、民泊を悪とする主張は旗色が悪くなります。

他の米国の地域でも、ニューオーリンズや米国領 バ
ージン諸島などでは、ホテル税および手数料を民泊か
ら徴収し始めています。147 ワシントンDCでは、2015年か
ら民泊への課税を始めていますが、税収を地域の消防
署と警察署に優先して充てています。148 短期レンタルか
ら集めた税収は、より手頃な価格の住宅の建設、統合

政府は民泊の
税収を活用で
きます。。
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覚えておきましょ
う: 民泊の場合、
住宅物件に商業
目的が伴うことも
あります。 各種税
法はこの点を考
慮すべきです。 

の推進、民泊率の高い地域で低所得住民が自宅に住
み続けるための援助など、さまざまな地域ニーズに充
てることができるでしょう。この点については、疑問の余
地はありません。149

一方、民泊サービスは政策立案者と協力関係を深
めており、納税義務を明確に伝達すれば、コミュニテ
ィにおける民泊の役割を保護するための第一歩を踏
み出せることを認識しつつあります。 2017年5月まで
に、Airbnbはメキシコの地方公共団体（南米諸国のモ
デルとなる）、中国の5大都市（成都、上海、重慶、広州、
深圳）、ベルギー、オーストラリア、インド、イタリア、ドイ
ツ、スイス、ポルトガル、オランダ、カナダなどとの協定を
含め、世界中で275の税務当局と提携関係を結んでい
ました。150 2017年5月現在、Airbnbは世界中でホテル税
および旅行税を直接徴収し、2億4,000万米ドルを超え
る金額を送金したことを報告しました。151

税務問題が複雑化していることに疑いはありませ
ん。 例えば、米国では住民税の税率の方が、事業税に
比べはるかに低いのが一般的です。 日本では、空き家
に対する課税は空き地に対する課税の60%にも満た
ない税率です。152 地方自治体は、物件が住居用および
事業用の両方に使用できることを認識し、それに従っ
て税率を調整する必要があるでしょう。 ロサンゼルスで
は、民泊からの税収を低価格住宅用の資金増額に充当
しようと試みましたが、政策目標を実現するために必
要な資金を集めることに失敗しました。153 しかし、これ
は内容と実行に問題があったのであって、コンセプトと
しては間違いではありません。

適切に課税すれば（課税が過剰または不公平と受け
取られれば、人は税逃れの道を模索します！）、民泊は
公共の福祉の重要な財源となります。
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効果的な民泊に関する 
4つの効政策提言

前述の問題と、 政府がすべての利害関係者のニーズのバラン
スを調整しながら行うトレードオフを考慮して、私たちは民

泊の公共政策フレームワークの指針となる4つの提案を行います。
以下に詳細を記します。

政策提案1：禁止措置ではなく柔軟な制限を設ける。

政策は、民泊ビジネスの多種多様な在り方に適応する
必要があります。 これは、規制当局の一般的な手段であ
る制限（ゾーニング制限や、年間賃貸日数への上限設定
など）にも当てはまります。 制限を適切に利用するため、
政策立案者は手段の目的とその結果について明確に理
解する必要があります。 例えば、物件オーナーがスペー
スを貸し出せる年間日数に上限を設けると、メリット（地
域内の全物件を投資家が買い占める意思を削いだり、
住居用から事業用へ転換したりするなど）があるだけで
はなく、デメリット（退職者が自宅の空き室を貸し出して
年金を補充できなくするなど）もあります。 慎重に検討す
る必要があります。

ゾーニングも政策立案者がよく使う制限手段の1つで
す。 都市または地方自治体全体を網羅する1つの規則を
設けるより、政策立案者は地域ごとの違いを認識するべ
きです。 たとえば、シアトルでは各ホストの物件数を2つ

禁止措置ではなく柔軟な制限を設ける   

認可および登録に関する要件を合理化する   

わかりやすく公平な方法で課税する 

民泊サービス事業者と協力関係を築く
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禁止措置ではなく柔軟な制限を設ける   

認可および登録に関する要件を合理化する   

わかりやすく公平な方法で課税する 

民泊サービス事業者と協力関係を築く

までに制限していますが、物件が市の中心部から外れた
場所にある場合には例外を設けています。154 同様に、オ
レゴン州ポートランドでは、都市内の民泊を管理する当
局の規制から島嶼部を除外しています。島は「バケーショ
ンレンタル市場で取り扱われてきた伝統がある」ことを
認識しているからです。155

民泊が与える影響を管理するための効果的な手段と
しては、手数料もあります。 ポートランドでは、最初の物
件の登録料としてホストに100米ドルを課していますが、
同一人物が所有する追加物件ではさらに手数料を高く
しています。156 同様に、ミラノとウィーンでは、ホストは1
件目の物件の登録手数料は不要ですが、2件目からのみ
必要になります。157 情報を集めて柔軟な制限を設けれ
ば、政府は民泊の成長を管理しやすくなります。良くない
結果にしかならないことが多い徹底的な禁止措置を行
う必要はありません。 規制はしていても徹底的な禁止措
置は避けている地域の例としては、オーストラリアのタス
マニアやシカゴが挙げられます。158 これらの都市では、
登録に手数料はあまりかかりません。 シカゴの場合、（更
新料も）完全無料で、タスマニア島では寝室が5室以上
の住宅にのみ手数料が初回徴収されます。 同時に、いず
れの都市も年間賃貸日数にもホストごとのリスティング
許可数にも制限を設けていません。159

政策提案2： 認可および登録要件を合理化し、遵守し
やすく、費用対効果を高める。 

登録および認可要件は遵守しやすく、手数料が安く、管
理しやすくなければなりません。 先述のように、ホストが
遵守しにくい規制では、目的の効果が裏目に出てしまい
がちです。 民泊が法の網をかいくぐると、政府は適切な
安全管理および課税による公共の福祉を支援すること
が難しくなります。

規制当局は、民泊の営業形態がホテルとは異なり、
同じ方法では規制できないのだと認識することが重
要です。 ホストには、複雑な法令遵守手順に従い、それ
を実施するためのスタッフも専門知識も予算もないこ
とが多いのです。 また、認可要件が複雑では、政府によ
る管理と強制が難しくなります。 登録および認可の手
段は、適切に策定すればすべての当事者に効果的で
メリットがあります。 例えば、コロラド州デンバーでは、
使いやすく、低コスト（75米ドル）でアクセスしやすいオ
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ンライン登録システムを導入した結果、2016年に「ホス
トコミュニティのコンプライアンスレートが高く」160 な
り、Airbnbへの登録プロセスを完全にオンラインで可
能な都市第一号となりました。

政策提案3： 課税はシンプルかつ公平にする。 課税に
より、民泊の営業を妨げてはなりません。税収は地方戦
略の支援に流用できます。

うまく課税するための鍵は、公平さとシンプルさです。 
重い税負担はビジネスと起業活動を阻害します。 民泊
がより税務負担の少ない地域へ移動すると、立ち去ら
れたコミュニティは民泊がもたらす利益を取り逃がして
しまいます。161 最終的に、民泊の妥当な税率を構成す
る要素は、地域環境、ホストの事業タイプと規模などの
状況に依存します。 登録および認可プロセスがわかり
やすく効率的であれば、事業者もはるかに遵守しやすく
なるでしょう。

政策提案4：  
民泊および業界関係者と提携関係を結ぶ。

とりわけ、民泊サービスプロバイダーとその他の業
界関係者をパートナーとして迎え入れましょう。 例え
ば、VRMAでは2016年に米国向けの方針アジェンダを
発表しました。162 Airbnbでは、同社の方針ツールキッ
トを定期的に更新してします。また、Short Term Rental 
Advocacy Centerなどのポリシー擁護団体に相談する
と、地方自治体の進展を確認できます。163 2018年末の時
点で、業界団体は日本とシンガポールでも設立されつつ
あります。 これらの団体は、地方自治体にとって頼れる
パートナーとなり、すべての利害関係者を満足させる適
切な規制の推進を目指しています。
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ゲスト ホスト 地域社会

利害関係者
のニーズ

消費者の選択 収入の獲得 地域の問題に関する発
言権

地域社会との接触
新たなことに挑戦し観
光産業の需要を満たす

機会
投資

適正な価格 地域社会の同意 安全性と安心感

安全性

規制当局の
優先事項

民泊の合法性の明確さ 合法的な事業を運営す
る自由

地元の文化に合わせた
民泊ガイドライン

無差別政策
個人オーナーに合わせ
た明確で透明性が高

い法律

地域社会の声を反映
させるための明確なプ

ロセス

安全性と消費者保護 登録/税金/認可に関す
る順守しやすいルール

民泊からの税収を公共
サービスや手頃な価格

の住宅整備に充当

適正な競争

メリット
ゲストは安全でコスト効
率の高い民泊を選択で
き、地域社会で歓迎され

ていると実感できる

ホストは合法的に民泊を
運営し、地域社会の同意
を得て観光産業の需要
を満たすことができる

地域社会は、地域の問題
に関する発言権を維持し
つつ、観光産業の繁栄に
より経済的および社会的

な価値を獲得できる

利害関係者のニーズをバランスよく満たす 
規制は、全方面に利益をもたらす
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結論

民泊など存在しないかのように振る舞ったり、 時代の波に
逆らって「ここでは通用しない」と言ったりするのは、（永

久ではないにしても）一時的に時代の変化に乗り遅れ、有権者
への利益を損なうことになる（しかも有害である可能性さえあ
る）のは明らかです。

民泊の原動力であるシェアリングエコノミーと同様に、民泊
もビジネスがコミュニティに与える影響を変革しました。 世界
中で新しい法律および規制の策定が毎日登場しており、規制
当局はそのペースに遅れまいと必死なようです。 そのすべて
を追いかけるのはほぼ不可能ですが、この章で原則と事例研
究を確認したことにより、有効な対策（と無効な対策）を分析
できました。  

マクロレベルでは、規制当局は管理下の地域に固有の問題
を観察し、理解する必要があります。 民泊の成長を抑えずに現
実の問題に対処し、旅行客、ホスト、コミュニティに長期的な利
益をもたらす解決策を策定する必要があります。 適切に支援す
れば、民泊は空き家や未使用の住宅を活用し、各種失業者に雇
用を創出し、異文化理解を補強するというメリットをもたらし、
地方事業者には有意義な収益源を、コミュニティには税収もも
たらします。 すべての利害関係者のニーズのバランスを効率的
に調整する規制は、コミュニティを有名にします。 賢い規制当局
なら、すべての当事者の利益に注意しながら変化に対応する政
策を立案します。 それができれば、地域の成長と繁栄が約束さ
れるでしょう。
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現実から目をそらさない。  シェアリング
エコノミーから目をそらしても意味がな
い。「需要に合わせて供給する」という極
めて基本的なルールに即しているという
理由のため、この市場は非常に大きく、拡
大を続けており、好調である。

変化は関係者すべてにとって益となる
可能性を秘めている – ただし適切に管
理することが必要。 ホスト、ゲスト、近隣
住民、地元経済、より広い地域社会、時に
は競合する目的地を含め、関係者すべて
を考慮に入れて、可能な限り多くの関係
者にメリットがある政策を策定する。変化
を好機として活用する。

メリットに注目する。 民泊により、旅行
者には地域社会での発見がある。ホスト
は民泊から得る収入により、自分の家に
住み続けることや、経済的な目標を達成
することが可能になる。地元の事業主は
新たな顧客を獲得でき、民泊から派生し
た事業は雇用を創出する。地域社会が世
界中から訪れる旅行者を歓迎するように
なれば、異文化理解が深まる。

全体像を見る。 民泊はホテルと競合する
ものではなく、補完するもの。民泊により
観光産業の市場規模そのものが拡大す
る。より多い選択肢を提供し、より低料金
での提供物件を増やすことにより、旅行
者はさらに長く滞在でき、消費は増加し、
地域社会のよいところを発見できる。 

現実的で柔軟な規制を策定する。 テク
ノロジーとシェアリングエコノミーは急
速に進化している。インターネット企業は
状況の変化に合わせたサービスを提供
することにより順応している。規制当局も
その例に従うことが必要。規制を策定し、
状況の変化に合わせて定期的に見直すこ
とが必要。

責任を賢く果たす。  人々の安全を守り、
税金の収入を地元のサービスに投資し
て、社会の多様性と一体性を確保するこ
とは規制当局の責任。同時に、政策はシ
ンプルで、公平かつ従いやすいものにす
ることが必要。政策が複雑で抑圧的だ
と、善意のある人々でさえ政策に従うの
を難しく感じ、すべての人の不利益につ
ながる。

対立ではなく調和を作り出す。 関係者
すべての異なるニーズを満たし、分裂では
なく協力関係を築けるような進歩的な政
策を策定する。協調を促す政策は、世間
において地域社会の評判を高め、世界中
からより多くの訪問者を引き付けること
につながる。

章のまとめ：
規制当局が心がけるべきこと。
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