
－1－

低未利用不動産の活用による観光地活性化
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Ⅳ　おわりに

Ⅰ　リスクマネーと観光地活性化

　今世紀に入って，団体旅行やパッケージツアーに象徴されるマス・ツーリ

ズムの衰退が明白となり，多くの国内観光地は苦境に立たされている。とり

わけ，温泉や名所・旧跡を観光資源とする地域では，入込客数が長期にわ

たって減少傾向にある。そうした状況の中で，地方圏の観光地を中心とし

て，低未利用不動産の活用を手がかりに地域全体の価値を高める取組みが広

がっていることは注目に値する。

　内閣府と国土交通省が作成した事例集1）からいくつかピックアップしてみ

よう。兵庫県篠山市では，ファンドからの投融資を受けた事業体が中心市街

地に点在する低未利用不動産2）を取得・賃借し，宿泊施設や工房などに改修

して，市街地全体をひとつのホテルに見立てた「篠山城下町ホテル

NIPPONIA」を営業している。老朽化した市民ホールなどの公共施設を抱

	  1）	 内閣府地方創生推進事務局・国土交通省土地・建設産業局「地方創生に資する不動産
流動化・証券化事例集」。
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えていた千葉県南房総市では，ノウハウのある民間事業者が土地・建物を市

から無償で賃貸し，ファンドと地域金融機関からの投融資で建物を改修し

て，合宿施設「白浜フローラルホール」として再生した。古くからの温泉地

である神奈川県湯河原町では，ファンドと地域金融機関が空き旅館を取得し

て改修し，公募した事業者に運営を委託することで，地域の象徴的存在で

あった老舗の「富士屋旅館」を再生している。これらの事例に共通するの

は，不動産の取得や改修の資金について，従来のような金融機関からの融資

だけではなく，挑戦的な事業から生じるリスクを許容する資金，いわゆるリ

スクマネーをファンドから調達していること，そして，不動産を取得して改

修をする所有者と不動産を利活用する運営者を分離していることである。こ

のような事業スキームが，特に地方圏で展開されている背景には，観光業を

めぐる次のような社会経済的な変化が指摘できるだろう。

　第１に，外国人観光客の急増と観光需要の多様化という需要側の変化であ

る。訪日外国人観光客数は，政府のインバウンド政策を背景に，新型コロナ

ウイルスの影響がなかった2019年までに年間3,000万人を突破する勢いで増

加してきた。こうしたインバウンドの増加と連動して，従来のマス・ツーリ

ズムを構成していた汎用的な旅行商品や大衆化した観光資源は忌避され，代

わって固有の文化や空間の体験，それを提供できる地域色豊かな観光地の需

要が高まっている。第２に，発地型観光から着地型観光への転換という供給

側の変化である。発地の旅行代理店が主導するマス・ツーリズムの衰退に

よって，現代は着地である各地域が魅力的な観光のコンテンツを用意する創

意工夫が求められている。そのためには，不動産を所有する主体とは別に，

不動産を利活用してコンテンツを生み出す宿泊や飲食などの事業主体，コン

	  2）	 本研究では，国が用いている「低未利用土地等」を低未利用不動産として定義する。
低未利用土地等とは，土地基本法第13条第４項に規定する低未利用土地（居住の用，業
務の用その他の用途に供されておらず，又はその利用の程度がその周辺の地域における
同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく
劣っていると認められる土地），または当該低未利用土地の上に存する権利であり，空
き地，空き家，空き店舗などが含まれる。
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テンツを結びつけて面的な活性化を担う DMO（Destination	Management	

Organization，観光地域づくり法人）に相当する事業主体が参画し，それぞ

れが専門性を発揮する必要がある。第３に，観光業の資金調達をめぐる金融

環境の変化である。旅館や古民家など，一般に観光施設として再生の対象と

なる物件の担保価値は低く，建物のリノベーションや業態転換のための資金

を銀行からの融資のみで調達するのは困難である。これに対して，近年の不

動産証券化の流れとして，銀行の融資だけでなく，社債や株式などのリスク

マネーへの出資が不動産の新たな資金調達方法として実績を伸ばしている。

特に地方版総合戦略の一環として，後述する官民ファンドを経由し，いわば

政策的に観光業に資金が流入している点が重要である。

　以上のような地方圏の観光地活性化の動きについて，本研究では，宿泊業

の減少や不動産証券化を背景とする低未利用不動産の活用に着目し，その事

業スキームとバリューチェーンを明らかにする。その上で，信用と創造性を

キーワードに，低未利用不動産の活用による観光地活性化の課題について整

理したい3）。

Ⅱ　観光業と金融環境の変化

１　観光業の構造転換

　はじめに，上で指摘した観光業をめぐる社会経済的な変化をデータから確

認しておく。まず，インバウンドの増加について図１をみると，外国人の延

べ宿泊者数は2010年代に入って急速に増加し，2019年には１億人泊を超える

まで市場は拡大した。宿泊先の地域別内訳をみると，三大都市圏4）外の割合

が増加傾向にあるように，インバウンドの増加とともに目的地も多様化し，

	  3）	 本研究では調査対象の匿名性を担保するため，複数の事例を対象とした聞き取り調査
をもとに内容を構成している。したがって，記述された内容は必ずしも特定の事例に当
てはまるものではないことに注意されたい。

	  4）	 三大都市圏は江崎（2016）の定義を踏襲し，首都圏（東京都，埼玉県，千葉県，神奈
川県，茨城県，栃木県，群馬県），中京圏（静岡県，愛知県，岐阜県，三重県），近畿件
（大阪府，京都府，滋賀県，奈良県，和歌山県，兵庫県）の各都府県とした。
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従来は旅行先として選択肢に入らなかった地方圏にも外国人観光客が足を伸

ばすようになっている。一方で，マス・ツーリズムの衰退を象徴する団体旅

行から個人旅行へのシフトは，20世紀終盤からみられる傾向であるが，2000

年代以降もその傾向は続き，今や団体旅行のシェアは１割程度にまで低下し

ている。

　こうした需要側の変化に対応できない観光地や事業者は，撤退を余儀なく

されている。全国における宿泊業の事業所数は，2001年から2016年の15年間

だけでも，実数ベースで25,000軒以上，割合にして３分の１以上が減少した

（表１）。新規開業の増加分を考慮すれば，それ以上の数が減少しており，

用途転換などがあるにせよ，相当数の低未利用不動産が生み出されている可

能性がある。こうした減少傾向には地域差があり，たとえば四国や九州・沖

図１　団体旅行比率と宿泊先別外国人延べ宿泊者数
（「旅行・観光消費動向調査」および「宿泊旅行統計調査」により作成）
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縄では減少度合が比較的ゆるやかであるが，特化係数との比較からわかるよ

うに，必ずしも観光が盛んな地域で事業が維持されているわけではない。

表１　宿泊業事業所数の変動と DMO の分布
宿泊業

事業所増減数
（2001－2016）

宿泊業
事業所増減率

（2001－2016）

宿泊業
特化係数
（2016）

広域連携
DMO

地域連携
DMO

地域
DMO

北海道・東北 －4,889 62.7％ 1.42 ３ 16 18

関東 －4,968 67.5％ 0.69 １ 11 12

中部 －7,840 63.2％ 1.45 ４ 19 19

近畿 －3,484 63.4％ 0.69 ３ 12 15

中国 －1,626 62.6％ 0.90 ２ ６ ４

四国 －681 71.4％ 1.02 ２ ８ １

九州・沖縄 －2,208 74.7％ 1.13 ２ 11 12

全国計 －25,696 65.6％ 1.00 10 83 81

DMO は2020年12月時点の状況。広域連携 DMO は，地方ブロックを跨ぐものを重複カウ
ントしているため，各地方の合計は全国計と一致しない。（「経済センサス」などにより作
成）

　一方，このような宿泊業の急速な減少に抗う観光地活性化の鍵とされてい

るのが，発地型観光から着地型観光への転換であり，その担い手である

DMO である。DMO には地方ブロックレベルを一体的な観光地域とする

「広域連携 DMO」と，複数の市町村を一体的な観光地域とする「地域連携

DMO」，ひとつの市町村を観光地域とする「地域 DMO」に区分されるが，

それぞれ表１のように各地方に分布している。

　最後に，観光業の資金調達に関連するデータとして，表２は宿泊サービス

業5）の有形固定資産に対する設備投資額を示したものであるが，従業員50人

未満の中小規模の事業所では，設備投資は年間数十万から数百万円にとど

	  5）	 出典の「観光地域経済調査」は，経済センサス（2012年活動調査）の宿泊業データを
用いているが，世界観光機関の「2008年観光統計に関する国際勧告」にもとづいて業種
名は「宿泊サービス業」と表記している。
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まっている。50人以上の比較的大規模の事業所になると，平均2,600万円程

度の設備投資額となるが，この数字は小売業などの他業種と比較するときわ

めて少ない。このように，宿泊サービス業では現有の不動産への設備投資は

限定的であり，こうした特徴が旅館やホテルの低未利用不動産を活用する際

の資金調達のあり方にも影響を及ぼしていると考えられる。

表２　宿泊サービス業の有形固定資産設備投資額
従業員規模 0 ～ 9人 10 ～ 49人 50人以上 計

宿泊サービス業事業所数 27,815 11,080 3,476 42,371

有形固定資産の年間設備投資額（百万円） 12,657 57,697 89,873 160,227

事業所あたりの年間設備投資額（百万円） 0.5 5.2 25.9 3.8

統計年次は2012年。有形固定資産には建物やその付属設備，車両，備品などが含まれ，土
地は含まない。（「観光地域経済調査」により作成）

２　地域活性化ファンドの展開と地域金融機関の戦略

　次に，観光業と取り巻く金融環境の変化に目を向けてみたい。近年の観光

地活性化の大きな潮流のひとつに，ファンドが観光関連事業に投融資して，

地域の面的な活性化につなげる動きがある。その中心的な役割を果たしてき

たのが，官民ファンドの「地域経済活性化支援機構（REVIC）」である。

REVIC は地域金融機関と連携して，人材と資金の両面から地域活性化の取

組みを支援することをミッションとする国の認可法人であり，2031年３月末

を業務完了期限とした時限組織である6）。その前身はリーマンショックを受

けて設立された「企業再生支援機構」であり，在籍するファイナンス，法

務，会計，事業戦略などの専門家の派遣による事業再生を業務内容としてき

た。その後，2012年に閣議決定された「日本再生加速プログラム」などを背

景に，地域経済の活性化が経済政策の中心的課題になると，株式会社地域経

済活性化支援機構法（REVIC 法）を根拠として，2013年３月に REVIC に

	  6）	 新型コロナウイルス関連の経済対策によって，新たな支援・出資決定期限は2026年３
月末，業務完了期限は2031年３月末まで延長されている。
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改組された7）。これによって，従来の専門家派遣によるハンズオン（伴走型）

支援に加えて，地域金融機関との共同によるファンドの組成が可能となり，

2020年12月末時点で，38の地域活性化を目的としたファンドが組成されてい

る。

　REVIC が運営するファンドの支援対象には，「観光産業」「ヘルスケア産

業」「地域中核企業」「ベンチャー・成長企業」「災害復興・成長」という５

つのテーマがあり，投融資先の地域を限定しない全国ファンドと，地域を限

定して地元の金融機関と密接に連携する地域ファンドに分けられる。このう

ち，観光関連の事業には2013年の設立から2020年12月末時点まで，20のファ

ンドが投融資を展開している（表３）。その総額は，観光産業テーマだけで

188.5億円が設定され，他テーマの一部観光関連事業を含めれば，65事業に

対して投融資が実行されている。この中には，観光施設の運営，地場産品の

企画・開発などを支援する事業もみられるが，全体の６割にあたる39事業を

占めているのが，不動産の証券化などを通じて施設のリノベーションや建て

替えを実施する事業である。さらに，20のファンドのうち８つのファンドで

は，そうした個々の事業を結びつけて，地域全体のブランド化や情報発信を

戦略的に推進する「観光まちづくり会社」に投資し，地域の面的な活性化を

図っている。

　一方，REVIC が連携する地方銀行，信用金庫，信用組合などの地域金融

機関にとっても，こうした事業スキームに参画する意義は大きい。地域金融

機関の営業基盤は言うまでもなく「地域」であり，営業地域の経済の成長が

そのまま自行の成長に直結するが，低成長経済下で域内の貸出先や貸出金の

減少が続く中では，域内企業の事業規模の拡大による成長だけでなく，事業

の撤退や既存事業からの業態転換による生産性の向上が重要な戦略となる

	  7）	 2014年10月には REVIC 法が改正され，投資事業有限責任組合（ファンド）の無限責
任組合員（GP）だけでなく，有限責任組合員（LP）としての出資も可能となったほか，
専門家の派遣可能範囲が，従来の金融機関やファンドの運営会社から，ファンドの投資
先事業者まで拡大している（笹尾・原田 2014）。
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（株式会社地域経済活性化支援機構 2015）。こうした事業の撤退や転換は，

企業の構造を根本から変える必要があるため，一般に企業単独では解決する

ことができず，外部の専門家による支援が必要となる。また，不確実性の高

い新規事業や事業の撤退への融資は，そもそも従来の企業の信用力にもとづ

く融資形態には馴染まない。2014年に公表された金融庁の「金融モニタリン

グ基本方針」においても，金融機関には担保や保証に頼らず事業性を重視し

たプロジェクト・ファイナンスの拡大が期待されている。そこで注目された

表３　REVIC が出資する観光関連ファンドの概要

テーマ ファンド名 設立年 主な投資地域
ファンド
組成額
（億円）

存続
期間

出資金融機関
観光関連
投融資
件数

うち
不動産

関連事業

DMC
の設立

観光

わかやま地域活性化ファンド 2014 和歌山県 10.0 8 紀陽銀行ほか2行 2 ⑴ ○

観光活性化マザーファンド 2014 全国 52.0 － 日本政策投資銀行 12 ⑻

やまと観光活性化ファンド 2015 奈良県
（桜井市） 1.5 7 大和信用金庫 2 ⑴ ○

ALL 信州観光活性化ファン
ド 2015 長野県

（白馬村ほか） 12.0 7 八十二銀行ほか9行 6 ⑸ ○

しずおか観光活性化ファンド＊ 2015 静岡県 13.0 7 静岡銀行ほか6行 8 ⑹

佐賀観光活性化ファンド 2015 佐賀県
（有田町） 5.0 7 佐賀銀行ほか7行 2 ⑵ ○

ふくい観光活性化ファンド 2015 福井県
（小浜市） 3.0 7 福井銀行 2 0 ○

奈良県観光活性化ファンド＊ 2015 奈良県 10.0 6.5 南都銀行 4 ⑵

千葉・江戸優り佐原観光活性
化ファンド 2015 千葉県

（香取市） 5.0 6.5 京葉銀行，佐原信用金
庫 2 ⑵ ○

九州観光活性化ファンド＊ 2015 九州 34.0 7 大分銀行ほか6行 5 ⑵

高知県観光活性化ファンド 2015 高知県
（物部川流域） 3.0 7 四国銀行 4 ⑴ ○

かながわ観光活性化ファンド 2016 神奈川県
（湯河原町） 10.0 横浜銀行 2 ⑵

観光遺産産業化ファンド 2019 全国 30.0 8 観光産業化投資基盤ほ
か11行 1 0

ベ　ン
チャー

青函活性化ファンド 2014 青森県・函館市 2.0 7 北洋銀行，青森銀行 1 ⑴

飛騨・高山さるぼぼ結ファン
ド 2015 岐阜県

（高山市ほか） 5.0 7 飛騨信用組合，全信組
連 2 0

沖縄活性化ファンド 2015 沖縄県 20.0 7 琉球銀行ほか3行 1 0

広域ちば地域活性化ファンド 2015 千葉県 5.0 7 千葉銀行 3 ⑵

いばらき商店街活性化ファン
ド 2015 茨城県 3.5 7 常陽銀行 2 ⑴ ○

災害
復興

九州広域復興支援ファンド 2016 九州 116.9 10 熊本銀行ほか18行 3 ⑵

西日本広域豪雨復興支援ファ
ンド

2018 西日本 28.4 10 広島銀行ほか11行 1 ⑴

2020年12月末時点の状況。＊は観光活性化マザーファンドの子ファンドを示す。存続期間
は概略の数字も含む。（REVIC の資料などにより作成）
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のが，ファンドを組成して融資だけでは対応しにくい取引先に資金提供する

とともに，専門家を派遣してハンズオン支援をするスキームである（中井・

及川 2015）。

　もっとも，投資事業のリターンは投資対象となる規模との相関性が強いた

め，日本の不動産証券化を通じた資金は東京を中心とする大都市圏に集中

し，地方都市にリスクマネーを供給する体制は十分に整えられていない（菊

池 2019）。こうした状況の突破口となるのが，官民ファンドなどが供給する

公的リスクマネーであり，それを呼び水とした民間の地域金融機関からの投

融資である。とりわけ，観光産業はそれぞれの地域に独自の観光資源が存在

し，運輸業や飲食業など地域内の経済波及効果も大きいため，地域金融機関

の戦略とも親和的であり，結果として REVIC の組成する地域活性化ファン

ドも３分の１を観光テーマが占めることになった。そうした動きと並行し

て，30の地域金融機関が参画する総額200億円の「ALL-JAPAN 観光立国

ファンド」をはじめとする民間主導のファンドも相次いで設立されている。

Ⅲ　低未利用不動産活用による観光地活性化の実際

１　低未利用不動産活用の事業スキーム

　次に，REVIC のような公的リスクマネーから資金を調達して，観光地の

低未利用不動産を活用する実際の事業スキームについて考察する。ここでは

特に，着地型観光の担い手や地域内の調整役として，多くのファンドで設立

されている「DMC（観光まちづくり会社）」を中心とする事業スキームにつ

いて，図２中に太枠で示した３つの要素を着目して特徴を整理してみたい。

⑴　地域活性化ファンド

　資金面でのプラットフォームとなるのが地域活性化ファンドである。地域

活性化ファンドは，実際に資金を運用する無限責任組合員（General	

Partner:	GP）と，資金の供給や投融資案件の情報提供などを行う有限責任

組合員（Limited	Partner:	LP）によって構成されるが，GP はファンドの設

立をリードする地域金融機関と REVIC が共同で運営会社を設立する合弁方
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式か，それぞれの運営子会社による共同運営方式のいずれかによって構成さ

れる。一方，LP は REVIC 本体のほか，投資地域内にある銀行や信用金庫，

信用組合によって構成され，特に投資地域が広域の場合は多くの金融機関が

関与している（表３）。

　地域活性化ファンドが投資対象とするのは，対象地域内の宿泊や飲食，不

動産，物販，交通，情報発信，まちづくり活動などに関わる事業者である。

組成するファンドの総額はほとんどが数億円から10数億円と，それほど大き

な規模ではないが，特にスタートアップ期や成長期にある企業において，銀

行融資だけでは対応できない低未利用不動産の改修などを実施するために

は，こうしたリスクマネーを供給する体制が不可欠である。官民ファンドの

出資があることで，ファンド業務を主たる営業領域としていない地域金融機

関の協調的な融資も実現しやすい。一方で，この種のファンドは民間企業の

自由な競争を阻害するという側面もあるため存続期限が定められ，表３にあ

るように，多くのファンドの存続期間は７年前後に設定されている。

⑵　SPC（特別目的会社）

　地域活性化ファンドが不動産を再生する事業に出資する場合，不動産の保

有のみを目的とした SPC（Special	Purpose	Company）とよばれる特別目的

図２　低未利用不動産活用の事業スキーム
投資には配当，融資には元利金，賃貸やサービスには代金といった逆向きのお金の流れが
生じるが，煩雑のため省略している。（REVIC の資料などにより作成）
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会社が設立されることが多い。この SPC が原所有者から不動産を取得する

ことで，当該不動産における新たな事業が生み出す収益を原資として，不動

産を株式や社債などの有価証券にして売却する不動産証券化が可能となる。

また，不動産証券化によって，投資の小口化が進むとともに，事業者の信用

力ではなく事業の収益力で資金を調達できるようになるため，不動産の流動

性が高まって利活用が進み，域内産業の生産性が向上することが期待され

る。

　地域活性化ファンドは，社債や劣後ローン，普通株式，優先株式などの形

態で SPC に出資するが，SPC にも根拠法の違いなどによりいくつか種類が

あり，会社法の種類株式を活用した株式会社方式の SPC，資金流動化法に

もとづく特定目的会社方式の SPC，不動産特定共同事業法にもとづく特例

事業方式の SPC などに分類される。冒頭で例示した篠山市の「篠山城下町

ホテル NIPPONIA」では，株式会社方式の SPC「株式会社 NOTE リノベー

ション＆デザイン」を設立し，観光活性化マザーファンドからの投融資を呼

び水に，地元の但馬銀行からの協調的な融資を確保した。この SPC ではこ

れらの資金で５つの古民家を購入・賃借し，リノベーションにより宿泊施設

やレストランに再生した上で，運営事業者に賃貸ないしはサブリース（転

貸）している。

⑶　DMC（観光まちづくり会社）

　表３にリストアップした地域活性化ファンドのうち，投資地域が限定され

たファンドでは，ほとんどが DMC（Destination	Management	Company）8）

とよばれる観光まちづくり会社を設立しているように，DMC は低未利用不

動産の活用による観光地活性化のスキームにおいて，重要な位置を占めてい

る。

　DMC の主な役割は２つほどあるだろう。ひとつには，SPC などから賃貸

	  8）	 REVIC の地域活性化ファンドに関わる観光まちづくり会社は，必ずしもすべてが観
光地域づくり法人（日本版 DMO）に登録しているわけではないため，ここでは DMC
の呼称を用いている。
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可能となった不動産を運営する主体としての役割である。これは DMC の直

営店舗を運営するだけでなく，どのような低未利用不動産を，どのような事

業者に賃貸ないしは運営委託するのか，人材の育成も含めて地域経営的な視

点から判断することが求められる。もうひとつは，冒頭で指摘したように，

マス・ツーリズムの衰退による着地型観光への転換を背景に，低未利用不動

産の活用を含めたマネジメントが地域ごとで必要とされている点である。魅

力的な地域の観光資源をいかに開発し，面的に結びつけて，メディアに発信

していくか，企画・調整する能力が求められているのである。こうした事業

を推進するための運営体制として，REVIC からは経営やマーケティングな

どを専門とする人材が派遣されるほか，地元の金融機関から同様に専門的人

材が派遣されるケースもみられる。

　REVIC のファンドが出資する DMC の具体例として，佐賀観光活性化ファ

ンドが投資する佐賀県有田町の「株式会社有田まちづくり公社」では，リノ

ベーションによって陶磁器商家を再生したセレクトショップをはじめ，賃借

した不動産をサブリースして街並みを形成していく事業が展開されている。

千葉・江戸優り佐原観光活性化ファンドが投資する千葉県香取市の「株式会

社 NIPPONIA	SAWARA」では，重要伝統的建造物群保存地区内に点在す

る民家や商家のリノベーションを手がけ，複数棟に分散するホテルとして活

用している。

２　低未利用不動産活用をめぐる「信用」と「創造性」

　以上で説明した低未利用不動産活用の事業スキームは，主にキャピタルデ

ザイン（資金調達）の側面から，不動産証券化と DMC に焦点を当てて事業

の全体像を整理したものであるが，低未利用不動産をどのように仕入れ，ど

のように活用して景観やコミュニティを形成していくのかという，いわば空

間や社会のデザインという側面を説明するためには，別の説明枠組が必要で

ある。そのひとつの方法として，バリューチェーン（価値連鎖）の考え方が

ある。バリューチェーンは，商品やサービスがつくられるプロセスで価値が

積み上げられ，最終的な価値（すなわち売上高）を形成することを説明する
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枠組であり，経営学者マイケル・ポーターが『競争優位の戦略』で提示した

概念である。REVIC の資料9）などをもとに，一般的な低未利用不動産活用

のバリューチェーンを整理すれば，次の５つのプロセスに集約される。

　１）低未利用不動産の活用をともなうエリア全体の「戦略策定」

　２）低未利用不動産を調査して交渉によって仕入れる「ソーシング」

　３）仕入れた不動産と活用主体を結びつける「マッチング」

　４）不動産をデザインや技術で再生する「リノベーション」

　５）再生物件を活用して収益を生み出す「運営」

　このような５つのプロセスを経て，経済的な価値がほとんど無かった低未

利用不動産が，利益を生み出す施設にまで価値が高められることになる。例

えば，歴史的な建築資源が豊富であるというリサーチにもとづいて，外国人

観光客向けに宿泊施設を整備するという戦略が策定された場合，地域社会と

のつながりを醸成しながら低未利用不動産の仕入れを進めるとともに，建築

資源を十分に生かせる創造的な事業者や運営者を誘致することになる。仕入

れた不動産は，DMC などの組織または個人の事業者によって地域の文化的

文脈を生かしたリノベーションが施され，宿泊事業や情報発信が展開される

というバリューチェーンになる。

　低未利用不動産活用のバリューチェーンでは，１）事業策定と２）ソーシ

ングにおいて専門知識やコミュニケーション能力を備えた人材が，３）マッ

チング以降においては，事業者の参入を後押しする規制緩和と資金供給があ

れば，市場メカニズムによって活用事例が増えて，地域全体の価値が高まる

とされる10）。REVIC による専門家派遣とファンド組成はまさにそのための

取組みであり，それが有効であったことも事実であるが，人材や資金を投入

すればバリューチェーンがつながるという説明の枠組だけでは，低未利用不

動産活用は表層的な理解にとどまる。ここではそれを補完する２つの見方を

	  9）	 REVIC の資料「地域経済活性化支援機構（REVIC）の古民家の取組み事例の紹介─
─歴史的建造物・史跡などの保存と活用」による。

	 10）	 注８）参照。
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指摘しておきたい。

　ひとつは，低未利用不動産活用をめぐる「信用」の調達である。金融機関

は本来的に地域からの信用が経営の基盤であるが，REVIC や金融機関の専

門家派遣によるハンズオン支援の場合もそれは同様であり，実際には誰が関

与するのかによって成果は大きく異なってくる。佐藤（2017）は，わかやま

地域活性化ファンドの DMC 設立にあたって，紀陽銀行が重要な役割を果た

したことを指摘しているが，専門的な人材といってもそのスキルはさまざま

であり，地域社会との関係を構築し，地域固有の課題に向き合い，関係者の

意見を調整して，信用を得ながら事業を前に進めていくようなマネジメント

能力を備えた人材は，実は少ないのである。

　低未利用不動産の活用が進んでいる地域では，初動期の事業やイベントを

通じて地元住民に活動が認知され，不動産所有者からも「あなたたちなら任

せてもいい」という信用を得て，その後の不動産のソーシングにつながる事

例が多い。ひとたび仕入れた不動産を若手や外部の事業者に賃貸するマッチ

ングも，地域からの信用なしでは難しいため，事業内容は地域の関係者との

個別の調整が必要となる。さらに，入居した事業者がすぐに撤退してしまえ

ば再び信用も失われるため，地域に根付く人材を育成するという視点も必要

となる。一方で，こうした低未利用不動産のリノベーションの取組みがメ

ディアで発信されたり，来客者が訪れる施設そのものがメディアとなったり

することで，事業者の社会的信用は獲得されていく。このように，資金だけ

でなく地域社会からの信用を継続的に調達することが，低未利用不動産活用

の背景にある重要なストーリーである。

　もうひとつのストーリーは，「創造性」の調達である。経済価値が低下し

た低未利用不動産を活用するためには，当該建築物や地域の歴史的，文化的

背景を読み解き，空間やサービスをデザインして，新しい経済価値に変換す

るような創造性が不可欠である。そのためにはまず，創造性豊かな事業者の

感性に訴えかけて，行動を起こす契機となるような地域の戦略やコンセプト

が必要となる。先述の有田まちづくり公社は，窯業の歴史を背景とした商家
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の街並みや祭事，職人の技術などを継承して，新たに有田焼ブランドを再生

するというコンセプトを掲げ，若手移住者の受け皿となっている（武智　

2020）。必ずしも観光に特化した戦略ではないが，長野市門前エリアの「門

前暮らし」（武者 2019）や松山市三津地区の「ワークライフバランス」（山

口 2919）にも，同じような作用があると考えられる。

　ソーシングとマッチングのプロセスにおいては，事業者の創造的なアイデ

アを受け止める不動産所有者の寛容さが鍵となる。一般的に，不動産所有者

は家賃収入よりも「誰が」「どのくらいの期間で」「どうやって」使うのかに

関心がある。拝金主義的に街を切り売りしているとみなされたり，近隣に迷

惑をかけるような利用をされたりすることは避けたいのである。その意味に

おいて，見知らぬ移住者や若者，彼らの創造的なアイデアは不動産所有者に

とってのリスクとなり得るが，そこでは地域から信用を得ている DMC など

が移住者や若者の「後見人」となって，不動産所有者に対する信用を担保す

る必要がある。信用の調達なくして創造性の調達はないと言うこともできる

だろう。

　リノベーションにあたっては，賃貸の場合は事業者の創造性が十分に発揮

できるよう，従来の建物賃貸借契約における原状回復の義務を除外した契約

を結ぶことが多い。リノベーションにおける自由度の高さとリスクの低さ

は，事業者が創造性を発揮するための基本的な条件だからである。

Ⅳ　おわりに

　本研究では，低未利用不動産を活用した観光地活性化について，地方圏に

おける宿泊業の減少やインバウンドの増加を背景に展開した官民ファンドの

REVIC による観光分野の不動産証券化に着目し，その動向を明らかにして

きた。低未利用不動産の活用は，実務的には地域活性化ファンド，SPC，

DMC を中心に人材や資金を調達する事業スキームによって説明されるが，

それを可能にした背景には，地域における社会的信用を得ながら，若者や移

住者の創造性を地域に導入することで，低未利用不動産活用のバリュー
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チェーンをつないでいくストーリーが不可欠であるというのがこの研究の論

旨である。

　地方圏における観光振興を振り返ってみれば，行政や域外資本に地域の舵

取りを託す手法が一般的であった。しかし，行政や域外資本への依存は地域

住民の主体性を奪うことになり，結果として開発主体の破綻や撤退とともに

衰退した観光地は多い。REVIC による地域活性化のスキームもまた，事業

の出発点では専門家とファンドという「外部」への依存度が大きい。そのた

め，地域における内発性を注意深く拾い出さない限り，外部への依存を強め

ることになり，自立的な経済活動が育まれないことになる。そうした事態を

避けるためにも，本研究で言及した事例地域では，一般的な観光振興の事業

だけでなく，低未利用不動産を活用して起業のリスクを抑え，当事者意識を

持った若手の人材を巻き込むことで，新しいアイデアや文化が地域に吹き込

まれ，持続可能な観光地に向けて再生の歩みを進めている。

　一方で，こうしたパイロットモデルを全国各地に「横展開」するためには

課題も多い。横展開を難しくする要因は，地域資源の少なさや立地条件の悪

さといった制約11）よりも，事業スキームに従って資金や人材を投入すれば，

低未利用不動産の活用が進むという思考や信念であるように思われる。この

ような思考や信念は，インプットとアウトプットの関係だけを見ているにす

ぎず，間にある因果のストーリーの重要性を見落とすことになる。例えば，

低未利用不動産の活用をめぐってコミュニケーション能力の高い人材が必要

であると論じることと，地域社会とのコミュニケーションによって信用を得

ていくストーリーを論じることには大きな隔たりがある。これはどちらが重

要ということではなく，両面からのアプローチが必要であるが，現状ではス

キーム図やフローチャートで整理される各主体の役割や機能に関する議論が

	 11）	 例えば，交通アクセスに恵まれない愛媛県大洲市の中心市街地で，低未利用不動産の
リノベーションが面的に展開しているように，少なくとも一部の国内観光行動では，か
つて Cairncross（1997）が「地理的距離は死んだ」と論じた状況が半ば現実となってい
る。
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先行し，本研究で示した信用や創造性のように，ストーリーとして理解すべ

き要素に関する議論は少ない。結果として，低未利用不動産活用のスキーム

やバリューチェーンを動かす重要な部分は，特定の人物や企業の努力，リー

ダーシップ，成功譚として，ブラックボックス化されることになる。

　今後，低未利用不動産活用による観光地活性化を展開するにあたっては，

事業スキームやバリューチェーンを定式化するだけでは十分な成果が得られ

ない可能性がある。そうした状況を回避するためには，地域社会でいかにし

て信用を調達し，低未利用不動産活用を円滑に進めるのか，あるいはどのよ

うにして地域における創造性を高めて，持続可能な観光地を形成していくの

かといった論点について，より具体的な検討が必要となるだろう。
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