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民泊事業における宿泊体験の価値に関する研究
岩手県立大学
三好純矢

１．はじめに

る。

住宅宿泊事業法（民泊新法）の成立以降，インバ

現状では，自治体も条例に基づく民泊のルールづ

ウンド需要の増加とともに民泊ビジネスがより一層

くりを確立できているとは言い難いが，今後，自治

活況となった。日本における観光市場は，COVID-19

体による条例の整備と同時に，民泊事業者にとって

が世界中に拡大する以前まで，訪日外国人旅行者が

は宿泊者に価値を認識してもらうことが，民泊事業

年々増加する傾向 1)にあった。京都などの観光都市

の焦点となっていくと想定される。

ではオーバーツーリズム 2)が課題となり，ホテルの

その一助となるべく本研究では，家主居住型の民

新設に歯止めをかけるよう方向転換を迫られる状況

泊において，宿泊サービスの提供を専門とするプロ

であった。民泊に関しても，住宅宿泊事業法の施行

フェッショナルのサービススタッフではない家主

以降，届出の件数は右肩上がりに増加し続けていた

（地域住民）が，どのようにして宿泊者との相互作

3)

用を通じて価値共創をするのかを明らかにすること

。
体験型の民泊が増加する中，宿泊者に対する対応

を研究目的とする。観光体験の一つとなる民泊体験

や集客といった民泊運営のノウハウを持つ住宅提供

において，住宅提供者（家主）による宿泊体験への

者は未だ多くはない。ホテルや旅館のように専門的

関与が，宿泊者にとっての価値創造に与える影響に

な知識やスキルに基づき宿泊サービスを提供するス

ついて議論を行う。

タッフがいないことが，民泊事業の課題の一つであ

民泊はインバウンド需要の急増によって，2015 年頃

ると考えられる。

から旅行業界や不動産業界などで注目されてきた。一

住宅提供者が提供するサービスの内容や質といっ

方で，法整備が不充分な状況で急激に民泊が普及す

たものは，住宅提供者によっても大きく異なり，確

る中，騒音などによる近隣住民とのトラブルなども続出

立されているものではないことが想定される。
特に，

した。旅館業法の簡易宿所営業では，原則として住居

家主居住型の民泊では，宿泊者と家主とが同じ建物

専用地域 5)で営業することができない点や，消防設備

で過ごすことも多く，あらゆる場面において様々な

の面で厳しい条件が課される点，また，国家戦略特区

やり取りが生じることとなる。したがって，宿泊者

法では地域が限定される点など，初めて宿泊事業に取

と家主との直接的な相互作用が重要であると考えら

り組む人々にとっては，法律に則って民泊事業を行うこ

れる。そこで本研究では，主体間の相互作用に基づ

とが極めて困難であった。特に，これまで民宿などによ

く概念として価値共創の視点から議論を行う。企業

る宿泊事業の経験がない住宅提供者にとっては尚更

と顧客との価値共創の実践において共創される価値

であった。

は通常，顧客にとっての価値を前提としており，民

そこで，2018 年 6 月 15 日に住宅宿泊事業法が施行

泊では宿泊者にとっての価値と理解することができ

され，民泊の営業に関する法律が整備された。住宅宿
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泊事業法では，旅館業法や国家戦略特区法のように

研究者の間でも多様な定義づけがなされているホス

許認可を得ずとも，インターネットによる電子申請で届

ピタリティであるが，観光関連産業との関係性について

出をすれば営業を行うことが可能となった。まさに，民

Hayes and Ninemeier （2009）は，観光産業の中に運輸

泊の自由化といわれる法律であり，以降急速に民泊が

業，小売業，カジノなど観光目的地となる事業，そして

普及することなった。従って，現状民泊を営業するには

ホスピタリティ産業があると指摘する。さらに，ホスピタリ

旅館業法，国家戦略特区法（特区民泊），住宅宿泊事

ティ産業を宿泊，飲食，その他の分野に分類している。

業法（民泊新法）のいずれかの許認可，あるいは届出

したがって，本研究で扱う民泊事業も宿泊に分類され

が必要となる。

ホスピタリティ産業として扱われる領域であるといえるだ

民泊は家主が居住する建物で営業をする「家主居住

ろう。

型」と，家主が居住していない建物で営業をする「家主

ホスピタリティが一般的なサービスと異なる点として，

不滞在型」に大別される。家主不滞在型の民泊は，住

相互作用が前提とされることやマニュアルとして均質化

宅宿泊管理業者に施設管理業務を委託して運営しな

されていない点などが考えられる。サービスには「顧客

ければならない。住宅提供者と宿泊者との直接的なや

のために」という大前提があり，ホスピタリティは相互の

り取りがない場合も多い。本研究では，宿泊者と住宅提

立場における「社会性・文化性の向上」が前提である

供者，即ち家主との相互作用に焦点を当てるため，「家

（乾，1999，2002）。佐々木・徳江（2009）は，ホスピタリ

主居住型」の民泊を研究対象とする。「家主居住型」の

ティ研究の潮流を整理する中で，いずれの定義にもあ

民泊は，宿泊者が宿泊体験をしている間に家主も同時

るのが「相互性」，「相互作用」といった要素であると指

に生活を行っている。宿泊者と家主が同じ部屋で過ご

摘し，「サービス提供」と「対価の支払い」という一方通

す時間もあれば，別々の部屋で過ごす時間もあり，形

行ではない点を強調している。この指摘は，ホスピタリ

は様々ではあるが，ホームステイ型の民泊といえるもの

ティが「交換」の枠組みに囚われないことも示唆してい

である。

る。このような，製品・サービスと金銭の「交換」に囚わ

先にも言及したが，民泊を営業する家主は，ホテル

れない点や，「相互性」といった要素については「おも

や旅館といった宿泊事業におけるプロフェッショナルな

てなし」も共通している部分がある。一方で，五島・中村

サービススタッフではない。顧客と直接的に関与する

（2009）は，「おもてなし」について主と客が場を共有し，

主体となるサービススタッフの重要性は，多くの研究者

相互性や入れ替わりが観察できると指摘する。即ち，

が指摘するが，民泊の宿泊者と家主との相互作用に関

一方が提供者で，もう一方が受益者という関係だけで

する研究は乏しく，民泊営業の実務に関しても家主が

なく，提供者と受益者が入れ替わることを強調してい

手探りで実践しているケースが多く見られるのが実情

る。

である。

これらのことから，ホスピタリティや「おもてなし」はサ
ービス提供よりもサービスプロセスにおける相互作用

２．ホスピタリティ産業に関する研究

が重要視され，一方が提供者で他方が受け手という上

宿泊産業におけるサービスで頻繁に扱われる概念と

下関係性ではないことがわかる。即ち，主客が一体とな

してホスピタリティや「おもてなし」がある。これらは混同

る対等に近い関係性といえる。これらの点に関して，ホ

されやすい。本来，日本の接遇精神の「おもてなし」と，

スピタリティ産業は価値共創を実践する上でも直接的

欧米文化のホスピタリティは異なるものといえる。単に

な相互作用が前提であり，価値共創と親和性の高い産

ホスピタリティと表現すると，その領域は非常に広範で

業であることが想定される。これまでにも，ホスピタリテ

あり，人や文化，産業や社会と多様な関わりの中で定

ィやおもてなしに注目した価値共創に関する事例研究

義づけられることとなる。

として藤岡（2016）4)などがあり，ホスピタリティ産業にお
2

ける価値共創視点の重要性について指摘している。

イント領域，そして顧客領域に分類することで，
「共

本研究においても，家主居住型の民泊における宿

同生産」
，
「価値創造」
，
「価値共創」を区別すること

泊者と家主との価値共創を，相互作用や主体同士の関

で整理しており，この分類は本研究においても重要

係性に注目して考察を進めていくこととする。

な視点となる。

３．価値共創概念に基づくフレームワーク

生産の視点から

３.１ サービス・ロジックに基づく価値共創の整理

生産者

共同生産者

価値共創を基盤とした枠組みには，Vargo and
プロバイダー領域

Lusch（2004）によって提唱されたサービス・ドミナ

・生産
（潜在価値）

ント・ロジックや Grönroos（2006）によって提唱さ

顧客の役割

れたサービス・ロジックがある。
どちらの枠組みも，

プロバイダーの役割

価値促進者

ジョイント領域

・価値共創
（真の価値）

顧客領域

・独立的な価値創造
（真の価値）

価値創造者/共創者

価値創造者

共創者

価値促進者

価値創造の視点から

議論の焦点は市場取引，即ち交換ではなく，取引後
の使用・消費である。これは，顧客の価値共創が製

出所：Grönroos and Voima (2013)，p14.

品・サービスの使用・消費を通じて行われるからで

図 1.

価値創造領域

ある。これまで明確になってはいなかった顧客の使
用・消費に基づく価値共創プロセスは，様々な業界

生産者である企業の領域がプロバイダー領域であ

で事例研究を通じて明確にするべく研究の蓄積が進

り，通常この領域に顧客は存在しない。即ち，企業

んでいる。

単独の領域である。プロバイダー領域において，企

サービス・ロジックでは，顧客を単独でも価値を

業は価値促進者として製品・サービスを生産する役

創造する価値の創造者と捉える。これは企業との直

割を担う。一方で，顧客が単独で存在する領域が顧

接的な相互作用が成立しない場合でも，交換を通じ

客領域であり，顧客は製品・サービスを使用するこ

て企業から獲得した資源と間接的な相互作用が成立

とで独立的な価値創造を行う。顧客領域では，上述

することによって，顧客が独立的に価値を創造する

したように企業が製品・サービスを通じて価値促進

ことを意味する。これまで企業が顧客への直接的な

者となる。

接点を多く持つことが困難だったといえる消費世界

そして，企業と顧客との直接的な相互作用に基づ

は，顧客が価値を創造し認識する重要な場面ではあ

く領域が，ジョイント領域である。ジョイント領域

るものの，企業が直接的な接点を持たない限り，企

では価値共創が行われ，顧客と企業とが共に価値の

業の役割はあくまでも価値創造者ではなく，価値促

共創者となるのである。企業が価値の促進者ではな

進者ということになる。

く共創者として活動できる領域，即ち，顧客との直

しかしながら，企業は顧客の領域といえる消費世

接的な相互作用が成立するジョイント領域を拡大す

界での顧客との直接的な相互作用を成立させること

ることが，サービス・ロジックの枠組みにおいて，

で，価値の促進者から共創者となり，顧客による単

顧客にとってのより大きな価値の創造につながると

独の価値創造は企業との価値共創として，より大き

いえる。

な価値を創り出すことになるのである。

サービス・ロジックでは特に，企業が顧客領域へ

こ の よう な価 値創造 と価値 共 創 に つ い て，

の相互作用アプローチを行うことの重要性が強調さ

Grönroos and Voima （2013）は 3 つの領域に分類で

れているが，同様に，プロバイダー領域に顧客を取

きることを説明している（図 1）
。彼らはサービス・

り込むことで，価値創造のための資源の生産が価値

ロジックの枠組みの中で，プロバイダー領域，ジョ

共創へとつながるジョイント領域に取り込まれる。
3

このことを換言すると，顧客が企業の生産活動に関

行われることが前提であり，一般的な製品・サービ

与することで共同生産を行うということを意味する。

スの日常的な生活世界における消費と同様の枠組み

メーカーの様に有形財を製造し販売する企業であれ

で捉えられるのか検討をする必要があると考えられ

ば，共同生産の場面は現実的に多くはない。一方で

る。

無形財であれば，企業のサービススタッフと顧客と

観光における価値共創に関する研究を行っている

が共同生産するサービスもある。本研究ではこの点

塙（2017）は，サービス・ドミナント・ロジックの

にも注目をしていきたいと考える。

視点から観光における文脈価値として，顧客による
「経験」の重要性について言及している。また，大

３.２ 民泊における価値共創

森（2018）は価値共創の視点から，インバウンドの

顧客領域，即ち顧客の世界である消費プロセスに

価値は期待以上の経験によって得られることを主張

ついて村松（2017）は「消費プロセスとは，まさに

している。観光関連サービスでは，価値共創におけ

顧客の生活世界のことであり，そこには，価値創造

る生活世界の中でも日常生活圏ではなく，非日常生

者としての顧客が存在する（p.21）
」と言及している。

活圏における経験がより一層重要であることが示唆

つまり，顧客が自身の生活世界の中で，消費を通じ

される（図 2）
。

て製品やサービスの価値を認識することを意味して
いる。これはサービス・ロジックの枠組みで顧客単
独の価値創造と捉えられるが，この生活世界の顧客
に企業の主体が直接的に関与することで価値共創が

市場

行われることとなる。そこで中心となるは顧客であ

生活世界
（日常生活圏）

生活世界
（非日常生活圏）

り，企業は顧客の価値形成を支援することが役割と
なるのである。
一方で，民泊などの旅行関連サービスでは，顧客

出所：村松（2020）p.5 より筆者作成

図 2. 顧客の生活世界

が非日常を体験することが価値につながる。観光庁
（2018）によると旅行の定義は「出かけた先におけ
る活動内容に関わらず，日常生活圏を離れたところ

これらの生活世界についての議論は，言うまでも

に出かけることをいう。目安として片道の移動距離

なく旅行者，即ち顧客にとっての生活世界である。

が 80km 以上または宿泊を伴うか所要時間（移動時

しかしながら，家主居住型の民泊事業を想定するな

間と滞在時間の合計）が 8 時間以上のものをいう。

らば，宿泊者が滞在する場所や空間は家主が日常生

ただし，交通機関の乗務，通勤や通学，転居のため

活を営む場所や空間でもあり，宿泊者の視点だけで

の片道移動，出稼ぎ，１年を超える滞在を除く（p.12）
」

なく，家主の視点からも生活世界について理解する

とされている。また，観光の定義ついては，白坂・

必要があると考える。この点について，従来の価値

稲垣・小沢・古賀・山下（2019）によると「観光と

共創議論においてはサービス提供者の生活世界に注

は国内国外を問わずに人々が報酬を得ることを目的

目する必要がなく，議論されてこなかったことを指

としないで一時的には居住地を離れるが，そこに戻

摘できる。しかしながら，民泊事業における価値共

ることを前提として，ある期間の中で行う行動／活

創は，サービス提供者の生活世界を考慮する必要が

動である。また，それによって惹起される文化的事

あると考えられる。

象の総体である」とされる。したがって，旅行や観

価値共創概念に関するこれらの課題に対して本研

光における消費活動は，日常生活圏とは別の場所で

究では，
「宿泊者と家主の生活世界の接点における相
4

互作用と価値共創を確認し，家主居住型の民泊にお

への影響も大きいと考えられる。しかしながら，体

ける価値共創の枠組みを提示すること」を具体的な

験メニューは宿泊者が希望すれば必ず実施できると

研究課題とする。

も限らず，季節や宿泊人数などの条件によっても実

この研究課題を解決するために，本研究では次の

施の可不可が異なるため，本研究では，体験メニュ

ようにフレームワークを提示する。自宅を利用した

ーを積極的に提案する世帯だけでなく，体験メニュ

民泊を家主の生活世界と捉えると，民泊による宿泊

ーの設定は無いが，眺望が良いなどの建物のロケー

体験は，宿泊者の非日常生活圏における生活世界と

ションや趣のある建物，囲炉裏を使用した食事提供

家主の日常生活圏における生活世界が接することと

を行う世帯など，異なる特徴を持つ民泊を対象とし

なる。宿泊者は自身の非日常生活圏において，家主

た。特別な体験メニューの設定がない民泊であって

の生活世界に直接的に関与し，家主は自身の日常生

も，古民家をリノベーションしているなど建物に特

活圏において宿泊者の非日常に直接的に関与をする。

徴があったり，薪ストーブを設置していて設備に特

したがって家主居住型の民泊では，宿泊者の非日常

徴があったりと，宿泊者にとっては，それ自体が非

と家主の日常の接点での相互作用に基づいて，価値

日常体験を認識する要因となっていることが考えら

共創が行われると考えられる（図 3）
。この点におい

れることも想定される。

て，民泊事業における価値共創の枠組みの独自性を
表 1. 調査の概要

主張することができる。

家主の生活世界
（日常生活圏）

価値共創

（宿泊者にとっての価値）

宿泊者の生活世界
（非日常生活圏）

出所：筆者作成

実施期間

2020 年 1 月～2020 年 9 月

調査対象

岩手県内の家主居住型の民泊 8 世帯の
住宅提供者（家主）

調査手法

・インタビュー調査（1 世帯約 1 時間程度）
・宿泊による参与観察

出所：筆者作成

図 3. 宿泊者と家主の生活世界における
価値共創

具体的な調査内容は，家主と宿泊者とのやり取り
について，宿泊者による予約の時点から宿泊後に至

４．調査

るまでのプロセスを詳細に聴き取りした。事前に要

本研究の調査対象は家主居住型の民泊とし，8 世

点となる調査項目を設定し，用意したインタビュ

帯の家主に対して宿泊者とのやり取りに関する半構

ー・ガイドラインに基づいて家主に聴き取りを実施

造化インタビューを行った。8 世帯のうち 5 世帯は

した。インタビュー実施時には，相手の反応を確認

飲食店営業許可もあり，宿泊事業と合わせて料理提

しながら，質問する順序や内容を柔軟に変更してい

供のサービスも行っていた。

る。調査対象とした世帯のうち，6 世帯は夫婦で民

民泊において提供される建物は，宿泊施設として

泊事業を行っており，インタビュー実施時には夫婦

建築されているものではないため，事業者ごとに設

揃ってインタビューを行い，どちらか一方の聴き取

備が異なっていたり，食事，あるいは農業などの体

りに偏らないよう注意を払った。また，宿泊者との

験メニューといった点で，宿泊者に対するアピール

やり取りについて夫婦で共通の認識があるかといっ

ポイントとなる特徴を有することが多い。特に，体

た点や，役割の違いがあるかといった点にも注目し

験メニューでは，家主と宿泊者とが積極的に相互作

て聴き取りを行った。

用を行うケースが多く，宿泊者にとっての価値創造
5

５．発見事実

事故を起こしたりしないように注意が必要である。

５.１ 宿泊事業における相互作用の比較

例えば，川での魚釣り体験など自然の中でのアクテ

最初に，ホテルや旅館といった民泊以外の宿泊事

ィビティなどでは特に配慮が必要といえる。地方の

業と，家主居住型の民泊とのサービスや価値に関す

民泊施設は小学生の教育旅行などを受け入れること

る差異について整理をする。

もあり，複数人の子供が体験活動を行う際には留意

ホテル・旅館であっても民泊であっても，基本と

する必要があるだろう。

なるのは宿泊サービスである点は共通している。一

ホテル・旅館のスタッフと民泊の家主とでは，宿

方で，宿泊を通じて宿泊者に提供・提案される付随

泊者との関係性が大きく異なることも明らかとなっ

的なサービスはホテル・旅館と民泊とでは大きく異

た。民泊の家主は宿泊者とやり取りをする中で，上

なる。ホテル・旅館の主体，即ちサービススタッフ

下関係ではなく対等に近い主客一体の関係となって

は，接客の教育や訓練を受けたプロフェッショナル

いるといえる。この点は，ホテル・旅館の「スタッ

のスタッフであり，個々の宿泊者からの異なる要望

フと顧客」という関係よりも顕著である。インタビ

への対応もそつなくこなすと考えられる。一方で，

ューの中では，宿泊者に対する気遣いは最小限に留

民泊における家主は，
同業者やその地域の観光協会，

めて，宿泊者の求める価値観に合わせて提案をして

日本版 DMO などを通じて情報を得ることがあって

いくという話しも聴き取ることができた。宿泊者の

も，接客に関してプロフェッショナルというわけで

性格にもよるが，家主が気遣いを最小限とすること

はなく，宿泊者に対してきめ細やかなサービスが提

で宿泊者も家主に対して気を遣うことなく宿泊でき

供できるかどうかは，家主個人の能力や生活背景に

るという。特に，初めての宿泊の場合に打ち解けや

大きく依存するといえる。

すいという。

今回の調査からは民泊におけるサービス提案の特

また，価値共創における価値は本来顧客の価値を

徴として，家主の趣味や特技，あるいは宿泊施設の

意味するが，家主居住型の民泊の場合，顧客にとっ

設備などをサービス提案へと活かしていることが明

ての価値に加えて家主にとっての価値も共創されて

らかとなった。
例えば，
料理が得意な家主であれば，

いることが明らかとなった。ここで注意しておきた

まるで高級レストランさながらの料理で宿泊者をも

いのは，家主にとっての価値は金銭的対価である交

てなしたり，あるいは狩猟を行う家主であれば鹿の

換価値ではないことである。宿泊者が民泊を利用す

角を使用したお土産を用意したりといった例である。

ることで家主の日常生活に宿泊者との刺激的な会話

これらのサービスの特徴は，ホテルや旅館の様に均

が生まれ，
他所の地域の話しを聞くことができたり，

質化されたサービスではなく，家主自身が民泊事業

さらには宿泊者と一緒になって農業体験や魚釣り体

者であるからこそ，自由に提案をすることができる

験などを経験できて，楽しさを宿泊者と共感できる

マニュアル化ができない独自性の強いサービス提案

といった内容のものである。

といえる。

これは，家主の日常生活圏の中に宿泊者が関与す

民泊では農業体験などをはじめとする体験メニュ

ることで共創される家主にとっての価値と捉えるこ

ーに関しても，自由に提案をすることができ，家主

とができ，ホテル・旅館のスタッフがサービス提供

は宿泊者の好みや状況に応じて多様な非日常体験の

を通じて認識するやりがいや，従業員満足とは異な

提案ができるように，サービスや体験メニューの幅

るものであると指摘できる。本研究で調査対象とし

を広げることも重要であると考えられる。一方で，

た家主の多くは年配の方々であり，普段は近所の同

体験メニューは安全性に配慮する必要がある体験な

世代の人々との交流に限られているが，民泊事業を

ども含まれるため，不慣れな宿泊者が怪我をしたり

することで，サービス提案を通じて若者と話しがで
6

きることにも喜びを感じている。家主に対して民泊

観光協会や日本版 DMO が家主との都合を調整する。

事業を始めたきっかけについても確認したが，金銭

あるいは，家主自らが予約サイトのチャット機能な

的対価を最大の目的としている傾向はみられなかっ

どを通じて宿泊者と直接的にやり取りをする場合も

た。価値共創が対象とする価値は，本来顧客にとっ

ある。

ての価値であるが，民泊において交換価値以外の家
主にとっての価値も創造されることは興味深い点と

表 3. 家主居住型民泊における 4Ｃアプローチ

いえる。

接点
（contact）

以上のような，ホテル・旅館と民泊との差異を表

予約サイトを通じた観光協会，DMO，家主による接点の創出。
＜初回＞

2 の通り整理することができる。

必要以上に気を遣わない。

コミュニケーション
(communication)

表 2. 宿泊事業の比較

＜リピーター＞
宿泊者は勝手が分かっているので，積極的なサービス提供は
しない。宿泊者の価値観に合わせた提案。
前回宿泊時の宿泊者の情報を記録し，毎回新鮮な提案をする。

ホテル・旅館
提供・提案する
サービス

民泊（家主居住型）

プロフェッショナルとしての

家主個人の趣味や特技を活か

サービス提供

した多様な非日常体験の提供

宿泊を通じての家主とのやり取りや，多様な体験を通じて非

共創
（co-creation）

サービスの自由度

をすることが可能

一部の場面では柔軟に対応

一方で体験などの際，安全性な

文脈価値
(value-in-context)

家主の生活世界で共創される非日常体験における喜び・感動
（宿泊者の価値）
。
家主自身も喜びを認識する（家主の価値）
。

出所：筆者作成

どに配慮が必要
顧客との関係性

農業以外にも家主の趣味・特技を活かした体験（調理体験，
ものづくり体験，魚釣り体験など）
。

臨機応変に家主の自由な提案
均質化されたサービスの提供

日常を感じてもらう。

気遣いは最小限に主客一体の
スタッフと顧客の上下関係
関係

この事前のやり取りは，日時の調整や体験メニュ

顧客にとっての価値に加えて
共創される価値

顧客にとっての価値

家主にとって金銭的対価以外

ーの相談，あるいは食事の好みなど，宿泊を通じた

の価値も共創される

非日常体験において価値共創を実践するための情報

出所：筆者作成

をやり取りし，また，家主への信頼にもつながる大
切なプロセスである。
家主にも生活世界があるため，

５.２ 4C アプローチによる整理と解釈

宿泊者の都合や状況だけでなく，家主の都合も調整

村松（2015）は，顧客との価値共創の為に企業の

が必要である。実際に，家主の都合によって予約が

主体が取り組むべきことについて，4C アプローチを

成立しないケースも少なくはない。この点は，ホテ

提示している（p.145）
。価値共創のためには企業が

ルや旅館などの宿泊業者とは大きく異なっている。

顧客と接点を持ち（contact）
，直接的な相互作用，つ

その他，予約サイトを利用せずに，観光協会や日本

まりコミュニケーション（communication）が求めら

版 DMO を通じて直接的に宿泊の相談がある場合も

れる。そして共創（co-creation）し，ある文脈のもと

あるが，予約サイトでのやり取り同様，事前の確認・

で顧客が製品・サービスを使用した際に文脈価値

調整が宿泊体験の価値を創造するにあたり重要なプ

（value-in-context）が共創される。本研究ではインタ

ロセスとなる。

ビュー調査に基づき，4C アプローチの枠組みによる

コミュニケーション（communication）は，宿泊者

整理を行った（表 3）
。

と家主とが出会い，宿泊サービスを通じて行われる

民泊における接点（contact）は，宿泊者が STAY

やり取りであるが，インタビュー調査からは，初回

JAPANやairbnb などの予約サイトを閲覧することか

利用の宿泊者とリピーターとでは，家主側のアプロ

ら始まるケースが多い。宿泊者が予約の手続きをす

ーチが異なることが明らかになった。

ると，その地域の観光関連産業とも結びつきのある

まず，初回利用の宿泊者に対しては，宿泊者と打
7

ち解けるために家主が必要以上に気を遣わないこと

験の幅が広がる。この様な共創（co-creation）によっ

を心掛けていた。この点は先にも述べた通り，均質

て生まれる家主居住型の民泊における宿泊者の文脈

化されたホテル・旅館のスタッフによるサービスで

価値（value-in-context）は，家主の生活世界で経験す

は実践がやや困難なアプローチである。家主には，

る非日常体験における喜びや感動，そしてそれらを

宿泊者が丁寧な対応を求めているのか，親しみを込

家主と共有できることであるといえる。

めた対応を求めているのかを正確に判断することが

繰り返しになるが，文脈価値は本来顧客にとって

求められるといえる。

の価値であり，家主居住型の民泊における文脈価値

宿泊者がリピーターの場合は，一度宿泊したこと

もまた，家主との相互作用によって共創される宿泊

により設備の使い方やサービスの内容などを一定程

者にとっての価値である。しかしながら，上述した

度は理解をしているため，家主は積極的な説明を行

ように本研究の調査からは，家主にとっての文脈価

わず，宿泊者の目的や価値観に合わせた提案を実践

値も共創されていることが明らかとなった。家主に

することが明らかとなった。また，前回宿泊時の情

とっての価値は交換価値（金銭的対価）ではなく，

報や宿泊者の好みなどを記録したりすることで，リ

宿泊者が利用してくれることで家主の生活世界にお

ピート時にも新鮮な体験を提案しているケースも見

いて会話が生まれ，さらには，宿泊者と一緒になっ

受けられた。例えば，食事については初回の宿泊で

て多様な体験を行うことで，家主にとっても喜びや

明らかとなった宿泊者の好みに配慮する，あるいは

感動と認識するといった文脈価値である。サービス

前回利用時とは異なるメニューを提案することで新

の提供者側にとっての交換価値以外の価値が創造さ

鮮な体験を提案しているなどの例を聴き取ることが

れることは，家主居住型の民泊における価値共創の

できた。

独自性であると指摘できる。

このような初回利用とリピーターとで異なるアプ

以上のように，4C アプローチの枠組みに基づいた

ローチをすることは，状況に応じて複数名のスタッ

家主居住型の民泊における価値共創の枠組みが図 4

フで対応するホテル・旅館よりも，毎回家主という

である。家主と宿泊者は互いの生活世界に関与し合

同じ人物が対応する民泊の方が実践しやすいといえ

うことで，
より大きな文脈価値の共創が実践できる。

る。ホテル・旅館で同様の対応を実践するのであれ

そして，その文脈価値は宿泊者だけでなく，家主に

ば，
リピーターに直接的に関わる全てのスタッフが，

とっての文脈価値も同時に共創される。

宿泊者の情報共有をした上で対応することが要求さ
れるからである。仮に情報共有が滞りなく行われて
価値共創

いたとしても，宿泊者からすると初回に対応してく

家主の生活世界
（日常生活圏）

れたスタッフと異なるスタッフであれば，すぐに民

宿泊者の
文脈価値
家主の
文脈価値

宿泊者の生活世界
（非日常生活圏）

泊の家主ほどの親しみを抱くことは考えにくい。こ
の点からは，顧客の価値創造をサポートする企業側

出所：筆者作成

の主体に関して，企業が顧客ごとに専任の担当者を

図 4. 家主居住型民泊における価値共創の枠組み

設置する仕組みなどに意義が認められるといえるだ
ろう。

５.３ 仲介事業者の役割

民泊における共創（co-creation）は，宿泊を通じた

家主居住型民泊は基本的に個人営業であり，宿泊

宿泊者と家主とのやり取りや，多様な体験メニュー

者の集客も民泊運営上の大きな課題となる。民泊事

を経験にすることによって成立する。これらの相互

業者にとって，宿泊者の集客の際，仲介事業者の存

作用では，家主の趣味や特技などによって非日常体

在が欠かせない。本研究では COVID-19 の影響もあ
8

り，仲介業者への調査実施に至らなかったが，民泊

民泊の宿泊者にとっては，基本的に仲介事業者と

事業者への調査から仲介事業者の役割についても整

直接的に対面する機会はない。4C アプローチの接点

理をする。

（contact）でも言及したように，予約者は仲介事業

宿泊者と民泊事業者のエンカウントは多対多

者が運営する予約サイト通じて民泊施設を探索し，

（Many-to-Many）のマッチングであり，比較的複

それぞれの施設を比較して選択する。そして，予約

雑なプロセスであるといえる。宿泊者が自身のニー

までを完結することができる。予約サイトを活用す

ズに合った最適な宿を見つけることができない場合

れば，宿泊や体験の内容について民泊事業者とやり

や，民泊事業者側の都合が合わない場合など，取引

取りをすることができ，さらに互いの連絡先も知る

が成立しないケースもある。そのような宿泊者と民

ことができるため，時には電話で家主とのやり取り

泊事業者の複雑なやり取りのプロセスを仲介するオ

も事前に行われる。仲介事業者は，そのような形で

ンライン上のプラットフォームとなる STAY JAPAN

宿泊者と民泊事業者との接点（contact）において重

や airbnb などの予約サイトを運営するのが仲介業者

要となるオンライン上のプラットフォームを提供し

である。

ているのである。

渡辺（2013）によると，仲介業の経済的機能は①

また，民泊事業者自身も仲介事業者と対面するこ

取引機会の提供，②在庫の提供，③品質の提供の 3

とは基本的にないといえる。予約サイトへの登録に

つに分類できる。これらのうち，①取引機会の提供

関してもオンライン上で完結することができる。必

と②在庫の提供は，宿泊者と民泊事業者という主体

要に応じて民泊事業者向けのカスタマーサポートは

同士がいかにエンカウントすることができるかを左

用意されるが，仲介事業者との直接的な接点はほと

右している機能といえる。無数に存在する民泊施設

んどないといえる。したがって，仲介事業者と民泊

を宿泊者自身が確認していくよりも，仲介業者が保

事業者との直接的な相互作用は極めて稀であり，基

有し整理された情報に基づいて探索を行う方が効率

本的には予約サイトを通じての間接的な相互作用で

的であり，宿泊者の探索コストも抑えることができ

ある。

る。反対に民泊事業者にとっても，宿泊者に対して

このような仲介事業者の他に，すでに触れた観光

無作為にアプローチを行うコストを削減することが

協会や日本版 DMO などが民泊事業者と宿泊者との

できる。

仲介を行うケースもある。観光協会や日本版 DMO

また，上記 3 つの機能うち特に重要と考えられる

は予約サイトを運営する仲介事業者と異なり，特定

機能が，③品質の提供である。これは，宿泊者が容

の地域に精通し，観光に関連する多くの情報を有し

易に手に取って体験することができない無形財の特

ている。従って，宿泊者の要望に対して様々な情報

徴にも関係するが，民泊の利用によって得ることが

を提供することができる点で強みがあるといえる。

できるベネフィットそのものが分かりにくい場合に，

しかしながら，個人旅行に関しては，旅行者が観光

品質の詳細な情報や保証，安心を宿泊者に提供する

協会や日本版 DMO へ直接的に問い合わせるケース

機能である。特に，宿泊者が旅行者である場合，不

は多くはないといえる。従って，オンライン上のプ

慣れな地域で個人宅に宿泊するというのは，少なか

ラットフォームを容易に利用できる現在では，予約

らず不安や心配な点があることが想定される。その

サイトの積極的な活用をすることが望ましい。実際

ような状況で，
信頼のおける予約サイトであったり，

には，予約サイトの活用を観光協会や日本版 DMO

予約サイトを通じて宿泊施設の様子や家主の様子を

が行い，
宿泊事業者に仲介するというケースも多く，

確認できたりすることは，宿泊者にとって大きな安

オンライン上のプラットフォームによる集客力と，

心となるだろう。

地域に精通した組織による個別具体的な提案を兼ね
9

た。その結果，Go To トラベル事業の対象とするこ

備えて対応しているといえる。

とを諦めてしまう世帯もあった。予約サイトには，
Go To トラベル事業の対象となる民泊と，そうでは

５.４ COVID-19 の民泊事業者への影響
本研究では，COVID-19 の影響により調査などが

ない民泊とが入り混じる形となった。

予定通り進まなかった部分もあるが，民泊事業者と

この様に，我々の日常生活にも大きな影響を及ぼ

しても COVID-19 の影響を受けており，その点につ

している COVID-19 であるが，観光関連産業である

いても言及しておきたい。

民泊事業にも多大なる影響を及ぼしていることが明

まず大きく損害を被ったのが，インバウンドの激

白である。当面の観光需要の激減は避けられない一

減である。日本政府観光局（JNTO）の推計値による

方で，宿泊者に対しては感染症対策による安心感な

と，
2020 年の年間訪日外客数は 4,115,900 人であり，

どを訴えることや，県内需要の喚起など，少しでも

6）

2019 年の-87.1%となっている 。民泊事業者をはじ

宿泊者の獲得へつなげようという民泊事業者の動き

めとする観光関連産業は，長期間にわたり多くの需

も見られた。

要を失ってしまったといえる。民泊においても外国
人観光客の利用の大幅な減少の影響は大きい。外国

６. 考察

人観光客にとって民泊は，日本の日常生活を体験す

本研究の目的を達成するために設定した研究課題

るのに最適な選択肢の１つだからである。実際に，

について考察を行う。本研究の研究課題は「宿泊者

民泊の家主も外国人観光客に向けて日本のサブカル

と家主の生活世界の接点における相互作用と価値共

チャーについて事前に知識を得ていたり，SNS など

創を確認し，家主居住型の民泊における精緻化され

で情報発信や外国人観光客とのやり取りを行ってい

た価値共創の枠組みを提示すること」とした。これ

るケースも見受けられた。

については，前章の図 4 で示すことができた。民泊

また，小中学校をはじめとする団体旅行が催行さ

事業者は家主自身の生活世界の中で，個人の趣味や

れなかったことの影響も大きい。例えば，農業体験

特技を活かした体験メニュー等を提案することで，

などを充実させて，小中学校からの教育旅行の受け

宿泊者との価値共創に取り組んでいる。宿泊者との

皿となっていた民泊事業者は大きな打撃を受けたと

相互作用においては，予め決められたサービスがな

いえる。民泊の中でも周辺にホテルが営業していな

く，ホテルや旅館のスタッフ以上に臨機応変に顧客

い郊外や，大人数で宿泊するタイプの宿は，このよ

への対応を行っている。宿泊者と価値共創を実践す

うな需要を大幅に失い，苦慮していることが見受け

るためには，文脈マネジメントが必要となってくる

られた。

が，民泊ではこの文脈マネジメントを家主自身が行

この様な状況の中，政府は観光関連産業を支援す

っていかなければならない。また，民泊の宿泊体験

るべく，2020 年 7 月 22 日から Go To トラベル事業

における価値は，宿泊者の価値だけはでなく，家主

を実施した。Go To トラベル事業による宿泊代の割

自身にとっての価値も共創されている点に家主居住

引は，一般社団法人日本民泊協会が Go To トラベル

型の民泊事業の価値共創の特徴が見られた。

事業の第三者機関に登録されたことで民泊事業も対

本研究の調査対象とした民泊は，2 世帯を除き夫

象となり，一定の効果があった事は想定される。一

婦で宿泊事業を行っていた。ここでは，価値共創に

方で，民泊事業者にとっては，Go To トラベル事業

おける夫婦それぞれの役割の違いについても触れて

対象事業者となるための申請手続きが煩雑であり，

おきたい。

地域によっては問い合わせの集中から自治体の担当

家主居住型の民泊は，上述した通り家主の生活世

者とのやり取りが困難であったケースも見受けられ

界（日常生活圏）と捉えることができる。したがっ
10

て，夫婦それぞれの役割も日常生活に準ずるといえ

が必要といえる。

る。日常的に食事をつくるのが妻であれば，宿泊者

本研究では COVID-19 影響もあり，調査対象の民

に対しての食事も妻がつくって提供し，主人の特技

泊事業者の数が限定されたことや，宿泊者の視点と

が体験メニューに関連していれば主人が宿泊者と共

して宿泊者へのインタビュー調査などが実施できて

に体験に参加する。また，主人が宿泊者とやり取り

いない点が本研究の限界である。
宿泊者の視点から，

している間に，妻が就寝の準備をするなど，宿泊者

宿泊者がどのように価値を判断するのか，あるいは

とのやり取りが途絶えないように役割分担を行って

価値を最大化するために宿泊者が実践するべきこと

いる世帯も見受けられた。あくまでも，家主の生活

が何かなども明らかにしていく必要がある。したが

世界が前提であるが，夫婦がそれぞれの役割を把握

って，今後更なる調査の蓄積が必要である。

し分担することで，宿泊者との相互作用を途絶える

一方で，民泊は Go To トラベル事業の対象でもあ

ことなく連続的に実践することができるといえる。

ったが，家主個人での申請の煩雑さなどから，事業

しかしながら，宿泊者が宿泊者同士で過ごしたい場

対象とすることを諦めてしまう世帯なども見受けら

面や，一時的に仕事の作業などをする場面もあるこ

れた。今後は訪日観光客数の回復と共に，本研究が

とが想定され，宿泊者の様子を確認しながら実践す

民泊事業のより一層の活況の一助となれば幸いと考

る文脈の把握とマネジメントをする能力も要求され

える。

る。
謝辞
７．おわりに

（一社）不動産流通経営協会研究助成により，本

本研究では家主居住型の民泊において，宿泊者と

研究のインタビュー調査が実施可能となり，また，

の価値共創を確認し，
その枠組みについて提示した。

アジア市場経済学会第 24 回全国大会において成果

先行研究に対する学術的なインプリケーションとし

報告を行うことができた。
ここに感謝の意を表する。

て，サービス提供者の生活世界にも焦点を当て，民
泊の宿泊体験における顧客の非日常生活圏の価値共

脚注

創プロセスを明確にした。家主居住型の民泊におけ

1) 日本政府観光局（JNTO）の「年別訪日外客数，

る価値共創は，サービス提供者である家主の価値も

出国日本人数の推移」
（https://www.jnto.go.jp/jpn/

共創されている点に特徴があり，これは交換価値で

statistics/marketingdata_outbound.pdf）によると，訪

はなく文脈価値であることを指摘した。

日外客数の伸び率は 2012 年以降プラスを記録し
ており，2019 年の訪日外客数は 31,882,049 人とな

実務的なインプリケーションとして，ホテルや旅
館のようにプロフェッショナルではない民泊の家主

っている。

でも，宿泊者との価値共創が可能であり，そのため

2) 特定の観光地において，キャパシティを超える訪

の宿泊者へのアプローチは宿泊予約の段階から実践

問客の著しい増加等が，地域住民の生活や自然環

するべきであることなどを指摘した。価値共創のた

境，景観等に対して限度を超える負の影響をもた

めには，宿泊者それぞれの文脈に応じた価値提案が

らしたり，観光客の満足度を著しく低下させたり

必要であり，そのための食事や体験メニューの準備

する状況。具体的には，交通渋滞や騒音，ゴミに

も怠ってはならないといえる。また，初回利用者と

関する問題，地域住民と観光客とのトラブルなど

リピーターとでも異なる対応が求められる。基本的

があげられる。

には，初回利用者には気を遣わせないアプローチ，

3) 観光庁のプレスリリース（令和 2 年 6 月 16 日）

リピーターには毎回新鮮な体験ができるアプローチ

によると，令和 2 年 6 月 11 日時点での住宅宿泊事
11

業の届出件数は 26,224 件であり，法施行日時点の

Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2),

約 11.9 倍となっている。

133-150.

4) 藤岡（2016）は，ラグジュアリー・ホテルや老舗

Grönroos, C. and J. Gummerus (2014) “The Service Revolution

旅館の価値共創について組織運運営などの視点か

and Its Marketing Implications: Service Logic vs

ら考察を行っている。これらの事例は，まさにホ

Service-Dominant Logic,” Marketing Service Quality,

スピタリティやおもてなしを実践するプロフェッ

Vol.24, No.3, pp.206-229.

ショナルによる価値共創の事例といえる。したが

Hayes, D. K. and Ninemeier, J. D. (2009) Human Resources

って，民泊事業では異なる枠組みが必要と考えら

Management in the Hospitality Industry, John Wiley $ Sons

れる。

Inc.

5) 都市計画法で定められる地域の用途であり，13

Lush, R. F. and S. L. Vargo (2014) Service-Dominant Logic:

種類に分類される。旅館業法に基づく民泊は第一

premises, Perspectives, Possibilities, Cambrige University

種低層住居専用地域など，住居専用地域では営業

Press. 井上崇通監訳，庄司真人・田口尚史訳（2016）

することができない。

『サービス・ドミナント・ロジックの発想と応用』同

6) 日本政府観光局（JNTO）訪日外客数（2020 年

文舘出版.

12 月推計値）より引用。

Oxenswardh, A. (2018) “Processes of Value Co-creation at a
Tourist Accommodation,” Quality Innovation Prosperity,
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