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訪日外国人の民泊利用における
促進・阻害要因について
セグメンテーション分析による探索的研究
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Over the last 10 years, peer-to-peer accommodations have expanded at a significant rate, blurring the difference between them
and more traditional accommodations. This study conducts segmentation analysis on users and non-users of peer-to-peer
accommodations to figure out why some people use（or do not use）peer-to-peer accommodations. The data is collected from
people in 12 countries who indicated their willingness to travel to Japan. The first analysis is conducted on those who show their
willingness to use peer-to-peer accommodations（752 samples）
, and the second analysis is conducted on those who show their
unwillingness to use peer-to-peer accommodations （2,255 samples）
. The findings suggest that authenticity is an important
motivation which is consistent with past studies. On the other hand, this study identifies one segment of participants those who
have high concerns about language, which might be a unique barrier in the Japanese context.
キーワード：訪日外国人、民泊、促進要因、阻害要因、セグメンテーション
Keyword：Inbound tourists, P2P accommodations, motivation, constraint, segmentation
１．はじめに

宿泊者がそこで得る体験の「真正性」が

た（So, Oh, & Min, 2018；Tussyadiah &

過去十年間の間に、民泊は世界中に広

強調されがちであった。しかし、民泊の

Pesonen, 2018）
。民泊を利用しない理由

がった。商業的なホテルではなく、一般

普及が進み旅行者が民泊を受容するにつ

が、利用者個人の属性やグループ属性に

世帯に宿泊するという形態そのものは、

れて、民泊とそれ以外の宿泊施設の差異

よって異なっているのであれば、このよ

ホームステイといった形で従来から存在

が曖昧になってきているのだと考えられ

うな先行研究での取り扱い方には課題が

していたが、Airbnbのような新しい企業

る。Cheng and Jin（2019）は民泊の利用

残されている。

の出現によって、その市場は一気に拡大

者は、過去に泊まった宿泊施設における

そこで、本研究では民泊利用の促進要

した。Airbnb は物件を所有・管理しない

経験から、民泊への滞在経験を評価して

因および阻害要因について検討する。双

プラットフォームであるため、既存のホ

い る こ と を 明 ら か に し た。さ ら に、

方のグループを比較することで、民泊利

テルブランドと単純に比較することはで

Booking.com のようなオンライン旅行会

用の実態を相対的に浮き彫りにすること

きないが、2017年の時点で上位５つのホ

社でも、民泊施設を掲載するようになり

を試みる。分析手法としては、民泊利用

テルブランドの客室数を合わせた数より

（Vynck, 2018）
、さらに既存の宿泊施設と

者と民泊非利用者の非同質性を捉えるた

も多くの物件を掲載している（Hartmans,

民泊の差が曖昧になっている。

めに、セグメンテーション分析を実施す

2017）
。ま た、Airbnb に よ れ ば 一 晩 に

既存の宿泊施設と民泊の差異が曖昧に

る。この研究では、12の国・地域におけ

Airbnb を利用して宿泊する人は200万人

なってきているという前提に立てば、民

る居住者からデータを収集し、日本への

を超えている（Airbnb, 2018）
。

泊を利用する理由あるいは民泊を利用し

来訪意思がある者を抽出した。その中で

ない理由はどこにあるのだろうか。この

滞在宿泊施設の選択肢として民泊を検討

民泊が旅行者にとって宿泊先として当た

命題に答えるには、民泊の利用者および

している人に対し促進要因に関する分析

り前の選択肢となったことを示唆してい

非利用者の双方を研究対象に据える必要

を行い、民泊を検討していない人に対し

る。民泊が広がり始めた頃には、民泊と

がある。しかし、多くの先行研究では民

阻害要因に関する分析を実施した。調査

既存の宿泊施設の差異に注目が集まり、

泊の利用者が研究対象とされてきた（e.g.,

対象地域は、訪日外国人旅行者数を元に

民泊に対する批判として、民泊が基本的

Mahadevan, 2018）
。また、民泊利用の阻

選定した。本研究では、民泊利用に関し

なサービスを提供していない点が取沙汰

害要因を探索した先行研究では、利用者

て利用者・非利用者の両側面から分析す

された。あるいは民泊の優位点として、

を同質的なグループとして取り扱ってき

ることで、民泊市場拡大に資する研究結

このように巨大な民泊の市場規模は、
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また民泊の選択基準は、ホテルといっ

研究モデルに組込んでいる。この研究で

なお、民泊は、利用していない部屋を

た既存の宿泊施設の選択基準と変わらな

はアメリカ合衆国の市民から収集した

一般の人々から旅行者に貸し出すものと

いとする先行研究もある。とりわけ、民

データを利用し、不信感のみが民泊に対

して説明されることも多いが、近年では、

泊を利用する理由として
「経済的な利点」

する全体的な態度と統計的に有意な関係

民泊運用代行サービスを提供する業者に

が頻繁に取り上げられている（So et al.,

があり、不安感のみが民泊利用意思と統

よって管理されている物件が増えてい

2018；Tussyadiah & Pesonen, 2016）
。一

計的に有意な関係があることを示した。

る。そこで本研究では、民泊とは、一般

般的に、価格が購買行動の最も基本的な

しかしながら、旅行者が民泊を利用しな

の人々または業者によって管理されてい

決定要因であることを鑑みると、経済的

い理由が多岐にわたる可能性を考慮する

るかどうかに関係なく、旅行者に短期か

な利点が民泊利用の動機となり得ること

と、民泊の非利用者を同質的な集団と捉

つ有料で貸し出される家やアパートなど

は直感的に理解できる。しかし、経済的

える研究アプローチには課題が残る。

の部屋を指すこととする。また、本研究

利点の優位性について、先行研究では必

対象である訪日外国人旅行者の認識から

ず し も 合 意 を 得 て い な い。Yang et al.

利 用 者 の 非 同 質 性 が Tussyadiah and

は、
住宅宿泊事業法上の施設だけでなく、

（2019）は、旅行者の所得額がホテル・民

Pesonen’s（2018）の研究結果で示唆され

旅館業法上の宿泊施設（特に簡易宿所営

泊利用の選択率には有意な影響を与えな

ている。この研究では、アメリカ人とフ

業）も民泊として捉えられている可能性

いという研究結果から、経済的な利点を

ィンランド人を対象に民泊利用の阻害要

が高いことから、施設の法的な位置づけ

民泊利用の主な理由とする議論に疑問を

因を調査し、その結果それぞれの国民の

は問わないこととする。

投げかけている。

間で民泊利用への阻害要因が異なること

果を提供するものと考える。

こうした先行研究における雑多な議論

実際、民泊利用の阻害要因に関して、

を明らかにした。
この研究結果によれば、

から、旅行者が民泊を利用する動機が

有効性（民泊とはどんなものであり、ど

民泊に関する先行研究は、年々増加し

様々であることが窺える。そこで持ち上

のように使えばいいか知っている、等）

ている（Prayag & Ozanne, 2018）
。研究

がるのが、民泊の利用者を同質的な集団

は阻害要因として調査対象全体で認めら

テーマとしては、民泊の利用動機・理由を

として取り扱うことの難しさである。こ

れたが、ホストとテクノロジーに対する

扱ったものが主である（e.g., Mahadevan,

の 視 点 に 立 っ た 研 究 成 果 と し て、

不信感とお得感の欠如は、アメリカの対

2018；Tussyadiah & Pesonen, 2018）
。先

Guttentag, Smith, Potwarka, and Havitz

象者についてのみ、統計的に有意な阻害

行研究で頻繁に言及される動機のひとつ

（2018）は Airbnb の利用者について利用

要因であった。この研究結果は、民泊を

が、民泊に宿泊することで得られる「真

動機に基づきセグメンテーション分析を

使わない理由に基づいて、旅行者を異な

２．先行研究レビュー

正」な体験である。商業的な宿泊施設と

実施し、利用者を５つのグループに分

るグループに分類できる可能性を示唆し

は異なり、旅行者は一般世帯に滞在する

類 し た（Money savers, Home seekers,

ている。

ため、彼らが民泊で得る体験は、旅行者

Collaborative

Pragmatic

さらに、阻害要因に関する先行研究の

向けの作られた体験ではなく、
地域住人の

novelty seekers, and Interactive novelty

課題として、抽象的・一般的なコンセプ

実生活の体験に近いものだと考えられて

seekers）。また、シェアリングサービス

トを用いた結果、実用的な知見を引き出

いる。この考えは、Airbnb による「Live

利用者を対象に同様の研究が行われてお

すことが難しくなっている点が指摘でき

like locals」といったキャンペーンにも反

り、Neunhoeffer and Teubner（2018）は

る。例えば、不信感は阻害要因として考

映されており、特別な宿泊体験が民泊の

シェアリングサービス利用者を４つのグ

えられることが多いが、それが一般的な

魅 力 の１つとし て 売り出され て いる

ル ー プ に 分 類 し た（Social enthusiasts,

不信感を指すのか、特定の領域に関する

（Airbnb, 2017）
。一方、民泊における宿泊

Conflicted materialists, Skeptic ascetics,

不信感を指しているのかは明らかになっ

体験について、先行研究では一貫した研

and Individualistic refuseniks）
。こ う し

ていない。民泊に関する探索的な研究が

究 結 果 が 示され ていない。Tussyadiah

た研究成果から、民泊の利用者を同質的

必要とされるステージにおいて実践的な

and Pesonen（2016）は、地域における真

な集団として取り扱うことの難しさが認

知見を導き出すためには、あまりに一般

正な体験を、旅行者が民泊を利用する最

識されてきた。

的・抽象的なコンセプトを活用すること

consumers,

は、必ずしも得策とはいえない。

も重要な理由の１つとして主張している

一方、民泊利用に対する阻害要因に関

が、Young, Corsun, & Xie（2017）は価格

する研究では、依然として民泊の非利用

や立地が旅行者にとって民泊を利用する

者が同質的な集団として想定されてい

最も重要な理由であり、真正な体験は民

る。例えば、So et al.（2018）は「リスク

先行研究の多くが欧米における民泊を

泊を利用する理由として核になるもので

認識」、「不信感」
、
「不安感」を民泊を使

念頭に置きながら、研究を行っているが

はないとしている。

わない阻害要因を説明する要因として、 （e.g., Mahadevan, 2018；So et al., 2018；
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Yang et al., 2019）
、その結果日本を含む

を全て選択するように指示し、選択され

されることが推奨されている（Dolnicar,

アジア特有の民泊利用に対する促進・阻

た項目を１、選択されなかった項目を０

Grün, & Leisch, 2018）
。また、因子分析

害要因を見過ごしている可能性がある。

に変換して分析を行った。なお、本研究

では、集められた回答の情報量の大きな

そこで本研究では、日本における民泊利

では各質問項目を２値で尋ねているた

割合が失われてしまうことから（分析の

用を対象に調査を行った。調査データは、

め、文化的な回答傾向の影響を受けにく

結果出てきた因子は、もともとの質問項

オンラインパネルを利用して、12の国・地

いが、このセグメントがその影響を全く

目の60％程度しか説明されていないこと

域（表－１参照）に住む6,283人の住民から

受けていないとは言い切れない。

が大半である）
、
クラスター分析の前に因

回収した。対象地域は、訪日外国人旅行

民泊利用に対して感じる魅力

子分析を行うことは避けるべきとされて

者数のランキングにより選定した。まず、

安
 く泊まれる、広い部屋を利用できる、

いる（Dolnicar et al., 2018）
。

スクリーニングとして、
「日本へ旅行した

大人数でも利用できる、
長期滞在でも利

いか」
、
「日本に旅行する際に、利用を検

用できる、立地が良い、部屋のデザイン

セグメント数を指定する必要がある。本

討する宿泊施設はどれか」という質問を

や雰囲気が良い、現地の人の暮らしが

研究では、データ構造分析によって、ク

設定し、日本に旅行したいと考えており、

体験できる、日常的な感覚で滞在でき

ラスター数ごとの「安定性（stability）」

民泊の利用を考えている人（752サンプ

る、ホストとのつながりやホームステイ

を算出し、それを基準にセグメント数を

ル）を対象に、促進要因に関する分析を

のような体験ができる、自炊ができる

選択した。具体的には、ブートストラッ

行った。一方、日本に旅行したいと考え

民泊利用に対して感じる不安

プ法によって生成されたデータセットに

ているが、民泊の利用は考えていない人

ホストの対応、チェックイン（鍵の受

対して、セグメント数を２から８に設定

（2,255サンプル）を対象に、阻害要因に関

け渡しなど）
、滞在する地域の治安、滞

したクラスター分析を繰り返し実施し、

する分析を行った。表－１は、本研究で利

在先までのアクセス、予約時の情報の

算出された調整ランド指数の平均と分散

用したデータにおける回答者の属性を示

正確さ、決済方法の安全性、衛生面（清

を比較し、セグメント数を決定した。セ

している。なお、本調査では各セグメン

掃やアメニティなど）
、セキュリティ

グメント数が決定された後、再度サンプ

トに所属する人の割合を正確に推定する

面、プライバシーが確保されているか、

ル全体に対して、クラスター分析を実施

ことを目的としておらず、母集団の再現

言葉が通じるかどうか

し、最終的なセグメントを決定した。全

性を担保するものではない。

先行研究の多くでは、セグメンテーシ

てのクラスター分析は、K 平均法を使っ

クラスター分析を実施するにあたり、

本研究は、先行研究で利用されている

ョン分析を実施する際に、５段階や７段

て実施した。利用したソフトウェアは、

質問項目（c.f., Prayag & Ozanne, 2018）

階の順序尺度を用いた質問項目を作成

統計ソフト「R」と、そのパッケージで

を基礎として質問項目を作成した。民泊

し、因子分析・クラスター分析という２

ある「flexclust」である。

利用意向がある回答者には、
「現地の人か

段階を経ている。しかし、順序尺度は、

ら有料で借りる家・アパート」に対して

文化的な回答傾向の影響を受けやすく、

４．結果

感じる魅力について、民泊利用意向がな

回答が２値であっても、クラスター分析

4－1

い回答者には、不安に感じる点について、

で利用するユークリッド距離は問題なく

調整ランド指数の平均が最も高いこと

それぞれ以下の項目から当てはまる項目

計算できるため、質問項目は２値で作成

から、セグメント数は３つに設定するこ

民泊利用に対する促進要因

とが、最も安定的な分析結果であること
表－１

が判明した（図－１）
。セグメント数を３

サンプルの属性
民泊の利用意向がある人

民泊の利用意向がない人

性別

男性：48.8％、女性：51.2％

男性：49.5％、女性：50.5％

年齢

20－24：8.6％、25－29：17.2％、
30－34：15.4％、35－39：15.4％、
40－44：13.8％、45－49：9.4％、
50－54：11.0％、55－59：9.0％

20－24：8.8％、25－29：14.9％、
30－34：13.0％、35－39：16.1％、
40－44：16.0％、45－49：11.1％、
50－54：12.3％、55－59：7.8％

居住地

中 国 本 土：6.6％、台 湾：11.8％、香 中 国 本 土：9.3％、台 湾：12.3％、香
港：8.0％、韓国：3.1％、タイ：7.3％、 港：14.0％、韓国：6.3％、タイ：9.8％、
インドネシア：14.9％、マレーシア： インドネシア：7.0％、マレーシア：
12.4％、シンガポール：13.2％、イギ 7.5％、シンガポール：8.5％、イギリ
リス：3.3％、アメリカ合衆国：3.5％、 ス：7.4％、アメリカ合衆国：5.7％、フ
フランス：7.4％、オーストラリア： ラ ン ス：4.9％、オ ー ス ト ラ リ ア：
8.5％
7.4％

日本に行った はい：50.1％、いいえ：49.9％
ことがあるか
収入

はい：54.8％、いいえ：45.2％

低 い：28.6％、普 通：32.7％、高 い： 低 い：26.8％、普 通：36.2％、高 い：
38.7％
37.0％

－9－

図－１

民 泊 利 用 の 促 進 要 因 に 関 す る
データ構造分析の結果
（横軸はセグメント数、縦軸は調

整ランド指数）
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図－２

民泊利用の促進要因に関する分析結果（セグメント数＝３）

の暮らしが体験できる」
「日常的な感覚で
滞在できる」
「ホストとのつながりやホー
ムステイのような体験ができる」の選択
割合が全体と比較して低い。この結果か
ら、セグメント３はセグメント１・２の
ように、民泊ならではの特徴を理由とし
て民泊を利用しているのではなく、特別
な理由なしに利用していることが示唆さ
れる。その背景には、上記で述べたよう
に、民泊と一般的な宿泊施設の差が小さ
くなっている点があると思われる。実際

つに設定した場合におけるセグメント分

選んだ割合が高い点が特徴である。本調

のところ、現在の民泊プラットフォーム

析結果を図－２に示した。それぞれのセグ

査において最もシェアが大きいセグメン

には、旅館業法の登録を受けた宿泊施設

メントにおける横棒は、それぞれのセグ

トとなっており、
「真正」な体験を得られ

も多く掲載されている。

メントにおいて各質問項目を選んだ人の

ることが民泊の大きな利用動機となって

次いで、それぞれのセグメントについ

割合を示している。また、各セグメント

いるとする先行研究での指摘と一貫して

て属性別に比較を行い、χ²検定によっ

の間で共通している横線と点は、サンプ

いる（Tussyadiah & Pesonen, 2016）
。ま

て、セグメント間の差に有意差があるか

ル全体において、各項目を選んだ人の割

た、「広い部屋を利用できる」
「大人数で

検証した。結果、居住地と訪日経験にお

合を示している。そして、これらの横棒

も利用できる」
「長期滞在でも利用でき

いては有意差が認められたが、年齢・性

と横線（点）の差が、0.25以上であるか、

る」
「自炊ができる」という、いわゆるコ

別・収入においては有意差が認められな

全体の割合平均の半分以上である場合に

ンドミニアムのような長期滞在型施設の

かった（表－２）。この結果から、
「真正

のみ、色づけがなされている。

利便性と共通する項目に関しては、全体

な」体験が民泊を利用する促進要因とし

セグメント１は、調査対象者の26％を

より選択割合が低い。このことから、セ

て特徴的なセグメント２は、他のセグメ

占め、調査項目全てに対して選択する割

グメント１と対照的に、セグメント２は

ントと比較して訪日経験率がやや高いこ

合が高いことが特徴である。この中で、

特に日常的な利便性は求めておらず、ホ

とがわかった。

「安く泊まれる」「現地の人の暮らしが体
験できる」
「ホストのつながりやホームス

テルでは得られないようなローカルな体
験を求めていることがわかる。

4－2

民泊利用に対する阻害要因

続いて、民泊利用意向のない回答者を

テイのような体験ができる」を選んだ割

セグメント３は、調査対象者の34％を

合については、全体と大きな差はみられ

占め、全ての調査項目について選択割合

対象に、
阻害要因に関する分析を行った。

ない。この点から、セグメント１は先行

が低い点が特徴である。特に、
「現地の人

調整ランド指数の平均が最も高いことか

研究で指摘されている経済的合理性や
（So et al., 2018；Tussyadiah & Pesonen,

表－２

民泊利用促進要因に関するセグメントの属性

2018）、「真 正」な 体験を決定的な理由
（Tussyadiah & Pesonen, 2016）として、
民泊を利用するわけではないことが示唆
される。むしろ、このセグメントは「日
常的な感覚で滞在できる」や「自炊でき
る」といった項目など、ホテルにはない
日常生活に近い利便性を理由として民泊
を利用する傾向があることがわかる。つ
まり、このセグメントを満足させるため
には、生活空間としての利便性を備えた
物件である必要があり、ホストとの交流
は特段求められていないと考えられる。
セグメント２は調査対象の40％を占
め、
「現地の人の暮らしが体験できる」を

居住地

中国本土
台湾
香港
韓国
タイ
インドネシア
マレーシア
シンガポール
イギリス
アメリカ合衆国
フランス
オーストラリア
合計
訪日経験 あり
なし
合計
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Pearson
サンプル数 セグメント１ セグメント２ セグメント３ Chi-Square
Sig.
50
1.1％
3.3％
2.3％
Chi-square＝
47.775,
89
3.7％
4.5％
3.6％
p-value <0.01
60
1.6％
2.5％
3.9％
23
55
112
93
99
25
26
56
64
752
377
375

0.5％
3.3％
4.9％
3.9％
2.8％
0.1％
0.7％
1.6％
1.7％

2.0％
2.5％
4.7％
4.8％
5.3％
1.6％
1.9％
2.7％
4.1％

0.5％
1.5％
5.3％
3.7％
5.1％
1.6％
0.9％
3.2％
2.7％

11.6％
14.4％

22.7％
17.2％

15.6％
18.6％

Chi-square＝
10.195,
p-value <0.01
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図－３

民 泊利用阻害要因に関するデー

図－４

セグメントを３つに設定した場合の民泊利用阻害要因に関する分析結果

タ構造分析の結果
（横軸はセグメント数、縦軸は調

整ランド指数）

ら、セグメント数は３つに設定すること

また、セグメント１の特性は、先行研究

る人は以前の民泊利用体験において、こ

が、最も安定的な分析結果であることが

において議論されてきた「自己効力感の

れらの要素に関するネガティブな体験を

判明した（図－３）。セグメント数を３つ

欠如」とも関連がある。Tussyadiah and

しており、それが民泊を利用しない理由

に設定した場合におけるセグメント分析

Pesonen（2018）は、民泊に関する知識

につながっている可能性も考えられる。

結果を図－４に示した。図－３で示されて

や利用シーンに対する無知が、民泊を利

セグメント３は、調査対象者の27％を

いるように、セグメント数を２とした分

用しない理由となっていることを明らか

占めており、コミュニケーション面での

析結果も安定しているが、通常セグメン

にした。民泊に対する理解が浅い人々は、

「言葉が通じるかどうか」
に対する不安が

ト数が２つである場合、全項目を選択し

民泊という概念一般に対して効力感を欠

特徴となっている。先行研究では、ホス

ているまたは選択していないかによって

いているため、平均よりも多くの不安を

トに対する不安が、民泊利用への阻害要

サンプルを分断している可能性が高く、

示す傾向にあるという研究結果である。

因 と し て 指 摘 さ れ て き た が（So et al.,

実用的な分析結果を提供しないため本研

対照的に、セグメント２は調査対象の

2018；Tussyadiah & Pesonen, 2018）、今

究には適していない。セグメント数を４

48％を占め、全ての調査項目に対して選

回の分析によりホストに対する具体的な

以上としないで、セグメント数を３とす

択割合が低い点が特徴となっている。こ

不安として「コミュニケーションに関す

る欠点は、ニッチなセグメントに対する

のセグメントは民泊に対する不安をあま

る不安」が民泊利用の阻害要因となるこ

情報を提供しないことにある。

り持たず、それが安全面に関する項目で

とが明らかになった。
「衛生面」
といった

セグメント１は、調査対象者の25％を

ある「セキュリティ面」
、
「プライバシー

その他の不安を選んだ割合が全体平均以

占め、調査項目全てに対して選択割合が

が確保されているか」において顕著であ

下であることから、このセグメントはホ

高いことが特徴である。特に、安全に関

る点で、セグメント１とは対極にある。

ストに対する全面的な不安ではなく、言

連した項目である「衛生面」、「セキュリ

このセグメントは本調査において最も構

語に関する不安が顕著に高いことがわか

ティ面」、「プライバシーが確保されてい

成比が大きいセグメントとなっている。

る。この点が英語を母国語とする国にお

るか」について、サンプル全体より不安

特別な不安を抱えていないにも関わら

ける研究で捉えられてこなかったことは

を感じている割合が高い。これらの項目

ず、民泊を利用しないということから、

当然であるが（Mahadevan, 2018；So et

は、民泊を使わない理由として一般的に

セグメント１は従来型の宿泊施設を超え

al., 2018；Yang et al., 2019）
、英語を母国

指摘されてきた理由と一致している。た

るメリットを民泊に見出していないこと

語としない国を調査対象とした研究にお

だし、セグメント１は、本研究で特定さ

が示唆される。この点、民泊事業者がこ

いても捉えられてこなかった（Amaro,

れた３つのセグメントの中で最も構成比

のセグメントを顧客に取り込みたいと考

Andreu, & Huang, 2018；Tussyadiah &

が小さいセグメントであることに留意が

える場合、従来型の宿泊施設にはない民

Pesonen, 2018）
。先行研究において設定

必要である。さらに、このセグメントに

泊の魅力を伝えていく必要がある。

されていた質問項目が漠然としたもので

属する人々は、民泊に対して漠然とした

なお、セグメント２は調査票項目に含

あったため、言語面といった具体的な不

不信感を持っているという可能性もあ

まれていない不安を抱いており、それが

安が浮かび上がってこなかった可能性も

る。同様の点は先行研究においても確認

民泊利用の阻害要因となっている可能性

考えられる。

されており、So et al.’s（2018）は、Airbnb

を考慮する必要がある。例えば、調査票

民泊の非利用者が、民泊の代わりにど

に対する不信感が、民泊に対するネガテ

は民泊の値段や場所に関する調査項目を

のような宿泊施設を利用しているのか明

ィブな態度につながると指摘している。

含んでいないが、このセグメントに属す

らかにするために、旅館、高級ホテル（西
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表－３

民泊以外の宿泊施設に関する好み

特徴である民泊に対してメリットを感じ

宿泊施設の好み
Pearson Chi＊％は各セグメント内で、それぞ セグメント１ セグメント２ セグメント３
Square Sig.
れの宿泊施設を選んだ人の割合
旅館
高級ホテル
（西洋式）
通常のホテル
（西洋式）

73.2％

66.3％

70.3％

Chi-square＝
8.769,
p-value <0.05

47.9％

41.9％

42.9％

Chi-square＝
8.079,
p-value <0.05

36.9％

Chi-square＝
17.941,
p-value <0.001

12.0％

Chi-square＝
2.596,
p-value＝0.27

2.1％

Chi-square＝
0.131,
p-value＝0.94

38.5％

ゲストハウス

10.2％

親族や友人の家

2.1％

29.3％

9.6％

1.9％

ないことが考えられる。
５．結論
民泊市場は、驚異的なスピードで成長
してきた。これまで民泊の特徴が既存宿
泊施設との対比の中で指摘されてきた
が、民泊と従来型の宿泊施設の差は次第
に曖昧なものとなってきている。本研究
では、日本への来訪希望者を対象にセグ
メンテーション分析を実施することによ
り、民泊を利用する促進要因および阻害
要因を探索した。まず、先行研究で蓄積
が厚い促進要因に関する分析では、
「真正
な」体験が重要となっているセグメント

表－４

民泊利用阻害要因に関するセグメントの属性

＊％は調査対
象者全体に対
する構成比
居住地

収入

が最も大きく、先行研究と一致する結果

Pearson
サンプル数 セグメント１ セグメント２ セグメント３ Chi-Square
Sig.
Chi-square
＝80.976,
p-value
<0.001

となった。
一方、先行研究での蓄積が浅い民泊利
用の阻害要因に関する分析では、安全に

中国本土

210

2.2％

4.5％

2.6％

台湾

277

3.8％

4.1％

4.4％

香港

315

3.4％

6.8％

3.7％

韓国

142

2.1％

2.8％

1.4％

タイ

222

2.0％

4.6％

3.2％

インドネシア

157

1.9％

3.3％

1.7％

マレーシア

170

2.3％

3.4％

1.9％

シンガポール

192

2.6％

4.3％

1.6％

た不安があるわけではないが民泊を利用

イギリス

166

1.0％

4.7％

1.6％

しない人々であり、このセグメントが民

アメリカ合衆国

128

1.1％

3.3％

1.3％

泊を利用するメリットを認識していない

フランス

110

0.6％

2.8％

1.5％

オーストラリア

166

1.8％

3.6％

1.9％

ことが民泊を利用しない要因となってい

合計

2255

低収入

605

6.5％

11.9％

8.4％

中収入

816

9.8％

17.3％

9.0％

高収入

834

8.5％

19.1％

9.4％

合計

2255

関する不安（衛生、安全、プライバシー）
を理由に民泊を利用しないセグメントが
明らかになったが、これは調査対象の中
では最も大きなセグメントではなかっ
た。最も大きなセグメントは、取り立て

ることが示唆された。
Chi-square
＝13.085,
p-value
<0.05

また、その他のセグメントは、言語に
関する不安を最大の理由に民泊を利用し
ていないと考えられるが、現在の日本に
おける民泊利用者の大半が外国人（１）であ
ることを鑑みれば（観光庁, 2018）、日本

洋式）、通常のホテル（西洋式）、ゲスト

さらに、それぞれのセグメントについ

の民泊事業者は従来型の宿泊事業者に比

ハウス、親族や友人の家、の中から訪日

て属性別に比較を行い、χ²検定によっ

べて、既に訪日外国人を迎え入れる準備

旅行の滞在先候補として検討している宿

て、セグメント間に有意差があるかを検

（言語対応含む）
が整っていると考えられ

泊施設を尋ねた。その結果をχ²検定にか

証した。その結果、居住地と収入におい

る。しかし、民泊が一般市民によって提

けたところ、旅館、高級ホテル、通常の

ては有意差が認められたものの、年齢、

供されているケースでは、実際どうであ

ホテルを選択した割合についてはセグメ

性別、訪日経験においては有意差が認め

るかに関わらず、民泊の非利用者は民泊

ント間で統計的に有意な差が認められた

られなかった（表－４）。この結果から、

事業者の言語スキルは従来型の宿泊事業

が、その他の宿泊施設については認めら

高収入層は、特別な不安を抱いていない

者よりも低いと思い込まれている可能性

れなかった（表－３）。この結果から、安

が民泊を使わないセグメント２に属する

もある。今後民泊を現状利用していない

全面に関して不安を抱いている割合が高

割合がやや高いことが窺える。その理由

セグメントを獲得し、市場を拡大させて

いセグメント１は、高級ホテルを好む傾

として、高収入層は宿泊施設の選択肢が

いくために、民泊のプラットフォームや

向にあることが明らかとなった。

他の層よりも多く、価格の安さが１つの

民泊事業者は、民泊非利用者が持ってい
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る認識の変化に働きかける必要があるの
ではないか。
本研究の総括として、民泊利用の促進
要因については、概ね先行研究や一般的

org/10.1002/cb.1706

locals-in-goa/
・Airbnb.（2018）
. Fast facts. Retrieved
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. A
systematic

review

of

peer-to-peer

（P2P）accommodation sharing research

airbnb.com/fast-facts/

from 2010 to 2016: progress and

な言説と合致している結果となったが、

・Amaro, S., Andreu, L., & Huang, S.

一方で民泊を利用しない理由について

（2018）. Millenials’intentions to book

は、先行研究において捉えられてこなか

on Airbnb. Current Issues in Tourism,

perspective. Journal

った側面が示唆された。また、民泊利用
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