奈良・御所
魅力民泊

日本の原風景
『奈良・御所』の魅力を支える民泊とは
～エフェクチュエーション理論の行動実践を通して～

一般社団法人奈良県中小企業診断士会

はじめに
「原始の風景や信仰ほど、人の想像力をそそるものはない。紀州
や吉野への往復の途上、えたいの知れぬ魅力にひかれて、何度私は
葛城のあたりをさまよったか」。
白洲正子氏は、葛城山の麓である御所を何度も訪れては、その魅
力に魅了されたことを「かくれ里」に記している。
調査研究で御所を訪れる中で、改めて御所（ごせ）という名前の
神秘性に気づかされた。そして、その土地に昔から伝わるパワーの
ようなものに導かれるように、出会いを重ねていった。
今回、民泊をテーマとする際、奈良県北部ではなく、奈良県全体
に寄与する報告書にするにはどうしたらいいか、と考えた。数ある
まちの中から、本当に偶然ではあったが、私たちは「御所（ご
せ）」に出会った。
とはいえ当初は、奈良市の東大寺などに比べると御所はどうして
も観光資源は乏しいのではないか、とあまり大きな期待をしていな
かった。しかし、通うたびに発見があり、「これは単に魅力が伝
わっていないだけなのではないか？」と強く感じるようになった。
御所は、江戸時代の検地地図のまま残る「ごせまち」や葛城山・
金剛山の麓にある大自然、古代から続く歴史的建物だけでなく、芸
術家やスポーツ選手など人材も数多く輩出している。かつて商業も
発達し、交通の要所でもあったことが、人を惹きつけ、留まらせ、
新しい何かを生み出す磁力となったと考えられる。
さらに神々に引き寄せられるように、「民泊」開業事業者の方が、
御所にも３件続けて現れた。これは本当に理屈では説明できないと
感じている。
前回の「奈良うまいもんあり調査研究」における「デザイン思
考」に続き、今回も日本では比較的新しい概念である「エフェク
チュエーション理論」に基づき、調査を進めた。民泊という市場自
体がまだ日本ではこれからということもあり、アントレプレナー
シップ（起業家精神）に依拠したエフェクチュエーションは非常に
相性がよいと感じている。
今回も、御所のまちを歩く中で、本当に多くの方々に協力いただ
いた。プロトタイプで行ったツアーでは、行く場所行く場所すべて
で、心温まる「おもてなし」を受けた。伊勢に参る「おかげ参り」
から続く、おもてなし文化に触れた瞬間だと感じた。私たちも微力
ながら、奈良県を一緒に盛り上げていきたいと感じている。

奈良・御所
魅力民泊

※写真はすべてプロトタイプツアーにて撮影
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Ⅰ．概要
●奈良×民泊

●民泊×エフェクチュエーション

近年耳にすることが多くなった民泊。奈良や御所での民泊のあ
り方を考察する前に、なぜ私たちが民泊の調査を選択したのか、
はじめに触れておきたい。

今回我々の調査手法には「エフェクチュエーション」というイ
ノベーション理論を採用した。この詳しい内容は後述するが、簡
単に言うと優れた起業家の思考プロセスを体系化したものだ。体
系化されているということは再現性があるため、今回の調査で一
つのモデルが見つかれば、他の地域への横展開も可能となる。

「民泊」という言葉に一般的な定義はないものの、簡単に言え
ば一般の民家に泊まることであり、それは現代のように交通網が
整備されていなかった時代においては、見知らぬ旅人を自分の家
に泊めることは珍しいことではなかった。奈良や御所も伊勢神宮
へのおかげ参りの宿場町となったことから、古くから民泊の歴史
を継いでいると考えられる。
「奈良に○○なし」という言葉は、「食ひものはうまい物のな
い所だ。」という志賀直哉先生のウイットに富んだ一言が有名だ。
これは「住むには素晴らしいところだ」ということを伝えるため
の比較表現のため、本当はうまいもんが多くあるということを前
回の調査で明らかにした。ただし、現代の奈良の産業界で議論さ
れている「奈良に泊まるところなし」ということは、奈良経済に
おいて紛れもない事実となっている。
しかし前述の通り奈良はもともと宿場町として栄え、民泊文化
を継承していると考えると、近年注目を浴びている民泊ビジネス
と掛け合わせることで、古くからの奈良の持つ価値を呼び起こす
形で、宿泊問題を解決する糸口になるのではないだろうか。奈良
に泊まるところは”既に”あるのではないだろうか。
民泊がビジネスとなったのは、近年、民泊仲介サービスが登場
し、宿を貸したい人と借りたい人をマッチングさせてそこに価値
が生じたからだが、まだマッチングによる価値しか提供できてい
ない。その場での体験や交流への価値は未開拓である。奈良のも
つ民泊の歴史を感じながら、今回の調査で民泊における新たなイ
ノベーションも探っていきたい。

エフェクチュエーションについてもう少し触れておくと、対極
をなすコーゼーションという考え方では、目的からスタートして
プロセスを考察する。これは、未来の予測可能な側面を重視して
いる。一方、手段をスタートとするエフェクチュエーションでは
未来のコントロール可能な側面を重視している。AI・IoTなど、
テクノロジーの面だけを見ても未来の不確実性は増していると考
えられる。そういった転換期の時代を生きる上で、一つの思考軸
になり得るエフェクチュエーションについても、今回の研究が一
つの事例として、学びのある内容となれば幸いである。
民泊と言えば、東京オリンピックやラグビーワールドカップな
どの世界的スポーツイベントによる観光客増加への対応といった
目的に対する手段として捉えられているのが一般的だが、それら
のイベントの後も持続的に観光客に受け入れられる仕組みが重要
である。民泊という手段からスタートした今回の調査により、民
泊がいかにして奈良の魅力を支えることができる、いわばプラッ
トフォームになり得るかを考察している。エフェクチュエーショ
ン理論に乗せて、我々が調査を進める上で深まっていった思考プ
ロセスについても感じて頂ければ幸いだ。
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背景１．なぜ今、奈良の民泊なのか
訪問地
（都道府県）

訪問率

平均泊数

１人当たり
旅行中支出

（％）

（泊）

（円／人）

訪問地
（都道府県）

訪問率

平均泊数

１人当たり
旅行中支出

（％）

（泊）

（円／人）

北海道

9.9

4.8

79,656

滋賀県

0.5

2.4

10,131

青森県

0.5

3.1

24,473

京都府

28.6

2.1

27,769

岩手県

0.2

1.7

13,158

大阪府

38.0

2.7

55,834

宮城県

0.6

2.8

36,004

兵庫県

5.6

1.4

14,309

秋田県

0.3

1.8

16,855

奈良県

10.9

0.4

4,446

山形県

0.1

1.9

15,568

和歌山県

1.2

2.2

21,231

福島県

0.1

5.1

57,495

鳥取県

0.5

1.8

19,295

茨城県

0.4

5.3

18,786

島根県

0.2

1.0

17,629

栃木県

0.9

3.6

27,143

岡山県

1.1

1.9

28,578

群馬県

0.4

3.9

24,050

広島県

3.2

2.1

27,742

埼玉県

0.6

5.9

44,214

山口県

1.1

0.9

14,634

千葉県

34.5

0.4

10,680

徳島県

0.4

2.6

23,648

東京都

43.8

4.5

88,015

香川県

1.1

2.7

42,638

神奈川県

7.3

2.0

22,889

愛媛県

0.4

1.6

21,919

新潟県

0.5

3.9

38,540

高知県

0.2

1.4

27,264

富山県

0.9

1.9

16,882

福岡県

11.6

2.6

51,072

石川県

1.9

1.7

18,739

佐賀県

1.3

1.1

13,577

福井県

0.1

4.6

10,619

長崎県

2.2

1.2

19,619

山梨県

5.1

1.2

14,174

熊本県

2.2

1.0

14,170

長野県

2.1

2.3

24,041

大分県

4.6

1.0

13,868

岐阜県

2.3

1.5

19,101

宮崎県

0.7

1.9

27,632

静岡県

5.7

1.4

13,363

鹿児島県

1.2

3.0

46,998

愛知県

9.0

2.2

37,298

沖縄県

9.5

4.2

77,955

三重県

0.6

1.8

29,066

図表１：観光庁 訪日外国人消費動向調査「2018年7月～9月期」
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●泊まらない奈良、食べてもらえない奈良
奈良県の訪日観光客の訪問率は10.9%と、関西で３番目の高さ
を誇る。理由としては、東大寺をはじめとした世界遺産や、愛ら
しい鹿がいる奈良公園など、観光客にとって魅力的な場所である
ことが挙げられる。
しかしながら、平均泊数は『0.4泊』となっており、多くの訪
日観光客が近隣の大阪や京都から日帰りで訪れている。
『泊まらない』訪日観光客は、滞在時間も短いため、結果とし
て１人当たりの旅行中支出も『4,446円』で、全国最下位の47位
となっている。
奈良には、世界遺産や鹿は見に来るけれど、そもそも「うまい
もん」を期待していない。そんな状況を打破しようと、前回の
「奈良うまいもんあり調査研究」では、訪日観光客向けの様々な
仕掛を行った。
＜訪日観光客向けの『仕掛学』＞
・通訳案内士（プロ）による奈良ツアー
・古都ならにある着物着付け体験
・奈良の様々なうまいもんを食べる体験
・プッシュ型の情報通知（ガチャ利用）
・地域地図と連携したお店紹介（アプリ）
・インターネットラジオで世界に発信
●奈良の宿泊事情と民泊
このような状況の中、奈良県も宿泊立地を推進しており、外資
系の「ＪＷマリオットホテル」や明日香村の「星野リゾート」、
奈良市の「監獄ホテル」など、大型の開発・誘致が進んでいる。
また、奈良市内では、訪日観光客向けのゲストハウスが増えて
きており、宿泊者の多様なニーズに対応してきている。
そんな中、近年注目を浴びている「民泊」について、奈良とし
てどのように寄与してくのか、今回調査をしていくこととなった。

5

背景２．なぜ今、御所（ごせ）なのか

奈良・御所
魅力民泊

●意味を感じさせてくれる「場所」
御所（ごせ）市の名前の由来は諸説あり、例えば、市内を流れ
る葛城川に５つの瀬があったとする説や、孝昭天皇の御所（みむ
ろ）があったとする説がある。また、その立地も、北に「京都御
所」、東に「伊勢神宮」、西に「伊弉諾神宮」がある場所に位置
しており、神代からの深遠な歴史を感じさせてくれる。
●アクセスの良い御所
御所市は、奈良県中部に位置するものの、比較的アクセスの良
い場所でもある。例えば、関西空港からは２時間程度、京都市内
や奈良市内からも９０分程度で訪れることができる。しかも、JR
と私鉄（近鉄）の２ＷＡＹアクセスが可能となっている。

●

京都御所

●自然、歴史、そして、うまいもんあり
●

伊弉諾神宮
（いざなぎ）

●

御所
（ごせ）

●

伊勢神宮

葛城山と金剛山の麓に位置し、古代豪族の鴨氏、葛城氏ゆかり
の古寺社も数多く存在する。日本書紀や古事記にまつわるエピ
ソードも多く、また修験道である役行者生誕の地とも言われ、神
秘的な雰囲気も残る。
寒暖の激しい土地柄ではあるが、その分、水と土が豊かで、御
所生まれの逸品も数多く存在する。きれいな水を利用した、お豆
腐やお醤油、日本酒などが全国的にも有名である。その他にも、
倭鴨や御所（ごしょ）柿、はんだ米、はるさめなど、御所にも
「うまいもんあり」、である。
●奈良県中南部の連携、そして地方創生モデル展開へ

図表２：近畿圏地図

御所市は、周辺に高取町、明日香村、桜井市、吉野町など、魅
力的な町とも近い。それぞれの魅力と連携することで、相乗効果
を発揮し、魅力ある奈良を発信できるのでは、と強く感じている。
また、御所市のような規模でも“観光”を力に町の活性化につな
げることができれば、全国の地方創生モデルにもなり得ると感じ
ている。
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基礎知識：民泊とは何か

奈良・御所
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●外国人観光客増加と民泊産業
外国人観光客の数も旅行消費額も毎年過去最高を更新する伸びを見せており、それを背景として民泊の届出件数も続伸している。
5.00
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3,000

4.00
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3.00

2,000
1,500

2.00

1,000

1.00

500
0

0.00
2012年

2013年

2014年

2015年

外国人旅行消費額（兆円、左軸）

2016年

2017年

●民泊増加により生じた問題点や課題
・営業許可がない状態で民泊運営をする「ヤミ民泊」の存在
（安全面や衛生面の確保がなされていないことや、
騒音やゴミなどといった近隣トラブル）

・最適な宿泊環境の提供やスムーズな運営
・外国人観光客に向けた多言語対応

2018年
届出件数（件、累計）

訪日外客数（万人、右軸）

図表３：外国人旅行消費額と訪日外客数推移

・宿泊者のマナーによる部屋の汚れやゴミ

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

図表４：民泊届出件数推移
●対応策
＜行政の対応＞
・民泊新法制定（詳細は次ページ）による民泊のルール化
＜事業者の対応＞
・各種専用サービスのビジネス化
（清掃代行、WIFIレンタル、本人認証、保険、鍵※、翻訳機※他）
※スマートロック

鍵の受け渡し方法はサービスを担保する上で非常に重要です。
中でもスマートフォンを使用して鍵を開閉できるスマートロックは
セキュリティや利便性が高く、注目されています。

※翻訳機

民泊事業者と利用者が直接会って手続きやサービスを提供する
形においては多国籍な利用者への多言語対応が必要になります。
近年、翻訳精度も向上しており、民泊事業者の助けになっています。
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（参考）民泊新法について

奈良・御所
魅力民泊

正式名称：住宅宿泊事業法 民泊によるトラブルを抑制するためルール化により秩序の形成を目指しています。民泊新法では、以
下の3つのプレーヤーを位置づけ、役割と義務が決まっています。
・住宅宿泊事業者→住宅宿泊事業を営む者
・住宅宿泊管理者→受託宿泊管理業を営む者
・住宅宿泊仲介者→住宅宿泊仲介業を営む者

図表５：国土交通省 民泊ポータルサイト「minpaku」

＜民泊新法におけるポイント＞
①民泊＝住宅と位置付けるため、今まで宿泊施設を作ることができなかった場所でも民泊営業が可能
②年間営業日数は180日に制限される
③家主は都道府県知事へ届け出が必要
④管理者には国土交通大臣への登録が義務づけられている
⑤民泊サイト（仲介者）は観光庁長官への登録が義務づけられている
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奈良で民泊をする手続き

（課題、対策など）

●手続き
奈良で民泊をするにあたって手続き面での留意事項は以下の通りとなる。
 届出窓口
届出窓口は以下の県内保健所になる。
郡山保健所
奈良県大和郡山市満願寺町60-1
0743-51-0193
中和保健所
橿原市常盤町605番地の5
0744-48-3033
吉野保健所
吉野郡下市町新住15-3
0747-64-8131
内吉野保健所 五條市本町3丁目1－13
0747-22-3051
※奈良市域の場合、届出先は奈良市となる。
 条例による制限
奈良県では、住宅宿泊事業に起因する事象による県民の生活環境の悪化
を防止し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、本県における観光
旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の
実施の制限その他住宅宿泊事業の適切な実施に必要な措置を講じる「奈良
県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」が制定されている。
また、奈良市では、市民の生活環境の悪化を防止するとともに、適正な
事業の運営を確保するため、住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、住宅
宿泊事業の実施について一定の制限を設ける条例を制定している。

奈良・御所
魅力民泊

●課題
奈良県の観光業は、北部の奈良市は多くの観光客が訪れるが、南部
まで足を延ばす人が少ない。宿泊については、奈良市でも日帰り観光
が多く宿泊数は低調で、南部はより深刻である。
民泊ビジネスを考えた時に主要なステークホルダーは、宿を提供す
る家主と宿を利用するゲスト、そしてまちづくりの観点で法整備をす
すめる行政が挙げられる。
民泊の活性化を阻害している要因をそれぞれのステークホルダーの
立場で考えてみると、まず、家主は、手続きが面倒さや、立ち上げ資
金の不足、運営ノウハウの不足、開業後の集客への不安といった課題
を抱えている。一方、宿泊する側のゲストは、旅先を選択するにあ
たって、確実に楽しい時間を過ごせる場所を選びたい、失望したくな
いという要望がある。そして、行政は、民泊が広まることによる周辺
の風紀の乱れや、無計画な開発の伝統的な街並みへの悪影響、空き家
が犯罪の呼び水になる危惧などを抱えている。
●対策
それぞれ家主、ゲストそして行政の３者の抱える課題を解消してあ
げることができれば、そして、それぞれが満足できるWin-Win-Winの
事業モデルを作り上げることができれば、ゲストへ提供する価値が明
確になり、まちの隠れた魅力が広く認知されて、まちを訪れる人を増
やすことができるかもしれない。

今後の届出にあたって、事前に届出住宅の所在地が事業実施の制限を受
けることがないか必ず確認していただきたい。
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行動様式（エフェクチュエーション理論とは何か）

奈良・御所
魅力民泊

●エフェクチュエーションとは何か

●エフェクチュエーションのプロセス

資源拡張サイクル
手段の変化
目的
手持ちの手段

新たな手段

・私は何ができるか？
ステークホルダー

・私は誰か？
・何を知っているか？
・誰を知っているか？

相互作用
・私は誰を知っているか？

環境の変化

コミットメント
新たな目的
コミットメント無
機会を保持

制約の変化

制約収束サイクル

新しい企業、製品、市
場

図表６：エフェクチュエーションのプロセス
出所：https://www.effectuation.org「THE EFFECTUATION PROCESS」
●優れた起業家には、共通する思考プロセスがある
サラス・サラスバシー教授
ヴァージニア大学ダーデンスクール教授
2008年に『エフェクチュエーション−市場
創造の実効理論』を発表
『人口知能の父』と呼ばれたノーベル経済
学者ハーバート・サイモン教授の高弟にあた
り、その人口知能をつくりだす手法を使って、
起業家分析を実施。27人の”エキスパート”の 写真１：サラス・サラスバシー教授
起業家の思考様式を分析し、パターン化する
ことに成功した。

エフェクチュエーション（effectuation）とは、ヴァージニ
ア大学ダーデンスクールのサラス・サラスバシー教授（Saras
Sarasvathy）が体系化した起業家の思考様式である。
従来の経営学の多くが、コーゼーション、すなわち、まず求
める「目的（結果）」からスタートし、「これを達成するには
何をすればいいか」を考え、できるだけ予測して進めていく考
えであった。
これに対し、エフェクチュエーションでは、アプローチが異
なる。まず「手段」からスタートし、「これらの手段を使って
何ができるか」を問い、可能な限り結果をデザインしていくこ
とになる。
これまで優れた起業家と言えば、生まれもった気質や性格、
環境や時代背景といった説明が多く、一般化することが難しい
と考えられていた。サラスバシー教授によれば、産業・地域・
時代に関わらず、優れた起業家の共通の思考プロセスを発見・
体系化したことに大きな意味がある。
今回は、その比較的新しい「エフェクチュエーション理論」
を通して、変化の著しい「民泊」分野について、調査研究する
こととした。
●起業家だけでなく、企業内のビジネスパーソン
など、あらゆる分野に応用が期待される
吉田満梨准教授
立命館大学経営学部准教授。
2015年に、訳書『エフェクチュエーション：
市場創造の実効理論』（碩学舎）を出版。専門
はマーケティング論で、いわゆるコーゼーショ
ンの世界で教鞭をとる傍ら、新市場の製品市場
形成プロセスに関心を持つ中で、偶然「エフェ
クチュエーション理論」に出会う。自らその理
論を行動実践する中で、今では「エフェクチュ
エーターの第一人者の一人」と呼べる存在。

写真２：立命館大学
吉田准教授
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４つの原則とひとつの世界観

奈良・御所
魅力民泊

原則１ 「手中の鳥(Bird in Hand)」の原則
目的ではなく、手持ちの資源から始める

原則４「レモネード(Lemonade)」の原則
偶然を梃子（てこ）として活用する

Who I am、自分は何者か。
つまり、今、自分が持っている既存の”資源”から始めよう、という
考え方である。具体的には、自身の資質や専門性、経験、人脈などを
活用し、動きだすことである。

粗悪なレモンならばレモネードにすればいい、と失敗作も活かすこ
とを考える。
発想の転換ひとつで、ただの失敗策として捨ててしまうのではなく、
新しいアイデアに昇華することもある、という考え方である。

原則２ 「許容可能な損失(Affordable Loss)」の原則
どこまで損失を許容できるか、あらかじめコミットする
リターンを狙って最初の一歩を大きくせず、まず小さなリスクから
始めることである。リスクが小さければ、失敗で致命傷を負うことな
く、すぐに次の行動へ移すことができる。

原則３ 「クレイジーキルト(Crazy-Quilt)」の原則
パートナーシップを重視する
自社と競合といった差別化戦略ではなく、顧客も競合でさえもパー
トナーと見なし、その資源を活用できないか、と考えることである。
周囲の関与するあらゆる人たちを掛け合わせ、広げていくことである。

世界観「飛行機の中のパイロット(Pilot-in-the-plane)」の原則
日々の変化に対応する
不確実な状況においても、飛行機のパイロットのように、常に状況
を確認し、臨機応変に迅速に対応する能力が求められる。未来は発見
されたり、予測されるものではなく、自ら作りだす、という強い世界
観が重要である。
●本理論で重要なことは、世界観を大事にしつつ、
・まず自ら行動
・利他利己で、与贈の精神（相手のためを想うこと）
と言われている。
●世界では、「アリスの不思議の国」、日本では「わらしべ長者」
に喩えられることが多い。
目の前の課題に全力で取り組む中で、様々なパートナーシップが
築ける行動様式である。
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Ⅱ．行動実践

（原則１ 手中の鳥）

● 御所市在住メンバー

●さんろくのおうち

今回の調査メンバーを募った後、第1回目のミーティングで、「民泊」
に対する想いや、なぜこの調査に加わろうと思ったのかをメンバーで共有
した。
すると、複数のメンバーが自宅や自身で所有している建物を民泊として
活用することを検討していることがわかった。
また、大半のメンバーは奈良市在住だったが、御所市在住のメンバーも
おり、話を聞くにつれ御所市への興味が湧いた。
その中で「今回の調査では実際に御所市で民泊を開業してみるのはどう
か？」という意見も多くあがり、まずは一度、御所市へ実際に足を運んで
みることにした。
ちょうど御所市内で、住宅宿泊事業法（民泊新法）に基づいた第１号の
民泊施設「さんろくのおうち」が2018年6月15日にオープンしたところ
だったため、アポをとりメンバー全員で訪問した。
2018年9月22日、御所市在住メンバーより御所市についてひととおり
レクチャーを受け市内観光をした後、「さんろくのおうち」へ向かった。
歴史的な建造物や史跡の多さに驚き、奈良県に住んでいるのに御所市の
ことはまるで無知であったことを反省した。ただ、道中すれ違う人の少な
さに、「御所市で民泊を始めても客がこないのではないか？」と不安に
なった一方で、「民泊を始めることで、この魅力あふれる御所市にもっと
人を呼びたい」とも考えるようになった。

写真３：さんろくのおうち外観

奈良・御所
魅力民泊

写真４：さんろくのおうち入口

「さんろくのおうち」では「さんろくカフェ」も営業しており、
事前に予約して季節限定のランチをいただいた。
店主に話を伺うと、地元御所の食材にとことんこだわったラ
ンチだった。米はもちろん御所のお米、鶏卵も御所の卵、素麵
も御所の素麺、そして、この日のメイン食材の鴨肉も御所市の
葛城山麓でこだわって飼育された「倭鴨（やまとがも）」だそ
うで、店主自ら交渉し、特別に仕入れられるようにしたとのこ
とだ。
御所が鴨の名産地だと知らなかったが、臭みもなく非常に美
味しかったし、なによりその土地のものを味わえたことが有意
義だった。訪れた土地で、その土地のものを食すことは、旅の
醍醐味だと再確認させられた。

写真５：季節のランチ
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Ⅱ．行動実践（原則２

許容可能な損失）

奈良・御所
魅力民泊

●全体の所感
今回は、８名の研究メンバが集まり、早速、民泊の現状を肌で感じるべく、現地に赴いて確認することとなった。
調査確認時の８月は、民泊新法施行間もないこともあり、ホームページの掲載数は奈良市１６届出、奈良県内１６届出と多くなかった、そ
の後、奈良市の届け出は微増だが、奈良県内は５倍近くに増えており、地方創生における民泊の期待値の高さが伺える。

●奈良市
2019年2月

2018年8月

１６届出

２６届出

奈良市内は、マンションや長屋の一室を貸し出すタイプの民泊
も多く、宿泊機能に特化した印象が強い。
簡易宿所であるゲストハウスとの住み分けが曖昧なためか、民
泊新法施行後半年経過したものの、届出物件数の伸びはやや低い。
また、少し奈良市内でも少し郊外に立地している場合は、対象
物件にたどり着くまでに少し工夫が必要である、と感じた。
●奈良県内の特徴

●奈良県（奈良市以外）
2018年8月

●奈良市内の特徴

2019年2月

１６届出

７８届出

調査当初（８月）は、民泊の届出はしているものの、現地に看
板などが見当たらず、開業準備中である物件も散見された。
奈良県では、急増する訪日観光客向けのおもてなしとして、
「民泊」に注目しており、民泊開業セミナーなども開催している。
その効果もあってか、届出物件数は、半年で5倍弱の７８件まで増
加してきた。
ただ、民泊では、年間宿泊日数が180日であったり、古民家な
どを活用した１棟貸しや少人数グループ向けの物件が多いため、
まだまだ急増するインバウンド需要の受け皿までにはなっていな
いと考えられる。
奈良市内の宿泊特化型に比べると、体験型や滞在型を意識した
コンセプトの民泊が多いことも特徴のひとつである。

図表７：奈良県民泊届出数推移
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Ⅱ．行動実践（原則３

Crazy Quilt）

奈良・御所
魅力民泊

●古民家「勝右衛門（かつえもん）」
近鉄吉野線市尾駅より徒歩で10 分、大和の田園風景に夕日が映
えて美しい小道を歩いて、城壁のような高い壁の細い道を奥に
入っていくと隠れ家のような趣きのある佇まいの宿が見えてくる。
そして、詫び寂びを漂わす料亭のような趣きのある入口の門を
潜ると、その先に静かな佇まいの庭と築194年の旧家が姿を現す。
軒先から眺める庭は特に格別で、100年程前に長崎から移築され
たと伝わる隠れキリシタンによって秘かに崇拝されてきた灯籠が
あり、時間が過去に遡ったように、厳しい禁教令のなか信仰を貫
いたキリシタンの人達の思いを馳せることができる。
写真６：勝右衛門女将 松本さん
●コンセプトに近い古民家の登場

写真７：勝右衛門番頭 中嶋さん

「非日常を体験できるような奈良らしい民泊は、ないものだろ
うか？」と考えていると、ちょうど御所市に「古民家」をコンセ
プトとした民泊が私たちの前に飛びこんできた。
Airbnbにも掲載されてる、ということで、早速ご主人に電話し、
お話を聞きに行くこととなった。
「『事前に見学がしたい』と言われ、最初どんな方々が来られ
るのか、不思議でなりませんでした。」とのコメントとともに、
番頭の中嶋宏高さんと女将の松本ゆきさんが笑顔で迎えてくれた。
元々は、住宅宿泊管理業「古民家ぐらし」で、各地に古民家を
コンセプトとした民泊事業を展開していこうと考えていた。その
中で、まずはご自身で旗艦店として、「古民家 勝右衛門」を
オープンし、民泊の可能性を再確認しているという。
京都のお茶屋さんのビジネスモデルをヒントに、古民家という
非日常の場所に徹底的にこだわり、食事や女将はそれぞれのプロ
が提供するスタイルをとる。
Airbnb経由を活用しているため、訪日観光客からの申し込みも
多い。

趣きにある古民家と庭はこの宿の大きな魅力だが、それ以外に
もこの宿は、これまでホテル再生を手がけてきたご主人の拘りを
随所に感じることができる。例えば、お風呂はご主人が丁寧に槇
で炊き上げた肌に柔らかなお湯を楽しむことができる。また、寝
具は大谷翔平が使っているという某有名寝具メーカーのハイブ
リッドマットレスを使用しており、心地よい深い眠りで疲れを癒
すことができる。朝食はオプションにはなるが、米は新潟五泉米
こしひかり、パンは和歌山の有名パン屋の美味しい食パンを堪能
することが出来る。
ホスビタリティ溢れる女将さんのしなやかなサービスもこの宿
にぴったりで、高級旅館に滞在しているようなラグジュアリーな
時間をこの宿では満喫することができる。

写真８：勝右衛門客室
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Ⅱ．行動実践（原則４

レモネード①）

●ならまち糞虫館を民泊にしてみたい！という世界観からスタート
今回の調査研究メンバーである中村氏が、２年連続「ビジコン奈
良」セミファイナリストという話を聞き、それならば今年こそはファ
イナリストをめざすべきだと考えていた。
そこで、そのキラーコンテンツとして、中村氏が館長をつとめる
「ならまち糞虫館」での民泊体験計画というアイデアをもち、初回の
ミーティングに臨んだ。
今回の調査研究を進める中で、ビジコン奈良出場も視野に入れて調
査を進められたらと考えていた。しかし議論を重ねる中で、「奈良市
の民泊なら、機能型でないと難しいのではないか？」、「奈良市は観
光客が集まるので、今回はもっと観光客が少ない奈良県中南部を対象
とすべきではないか？」、「奈良市自体はゲストハウスも多いため、
今さら民泊といってもレッドオーシャンなのではないか？」と意見が
噴出した。
確かに私たちは、単に民泊の現状を並べることが目的ではなく、
もっと大きな世界観「奈良県全体の経済を活性化させ、暮らしやすい
未来を創ること」だと気づいてきた。

奈良・御所
魅力民泊

●御所（ごせ）もあるけど、やっぱり捨てがたい「ならまち糞虫館」
御所に縁のあるメンバの方に案内され、その魅力に圧倒される中、
「それでもならまち糞虫館を民泊にしたら、かなり面白いんじゃな
いか？」という思いが捨てきれないでいた。
仮に「ならまち糞虫館」を民泊とする場合、どれくらいの手続き
や費用などが掛かるのか？そもそも糞虫と一晩を過ごす体験に需要
があるのか？謎と期待は尽きない。
中村館長は、土日は「ならまち糞虫館」の運営および糞虫ツアー
やマスコミ対応で忙しかったこともあり、御所のツアーには参加で
きないことから、代わりに「ならまち糞虫館を体験型民泊にするに
は」というテーマで、レモネード調査をしてもらうこととした。

写真９：ならまち糞虫館展示の様子

図表８：ビジコン奈良2019 HP
出所：http://nara-biz.jp

写真10 ：中村氏
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Ⅱ．行動実践（原則４

レモネード①）

奈良・御所
魅力民泊

●ならまち糞虫館で民泊！
１．民泊をはじめるきっかけ
ならまち糞虫館は昨年７月にオープンした奈良市内では珍しい自
然科学系の展示施設。「糞虫の聖地」と呼ばれる奈良公園のおひざ
元にできた日本初の糞虫専門博物館はマスコミ等にもたびたび取り
上げられ、いまや奈良市の新観光名所になりつつある。
ならまち糞虫館では、今後早朝・深夜の糞虫観察会を企画・開催
することから、参加者の利便性向上を図るため、民泊事業への参入
について、その実現可能性について検討をおこなった。
２．手続きや規制によるハードル
（１）糞虫とともに暮らす館長
民泊は簡単に始められるものなのか？糞虫館は奈良町都市景観形
成地区にあるので、糞虫観察のベストシーズンである4,5,10,11月は
営業できない。ただし、自宅であれば営業可能なので、館長は糞虫
たちと共に糞虫館で暮らすことでこの問題をクリヤした。消防法令
の諸条件も自宅であれば、消火器や火災報知器をホームセンターで
購入して設置すればOK！
（２）みんなでワイワイは夢か？
糞虫館は、古い昭和時代の木造モルタル２階建住宅。宿泊者専用
設備は皆無であるが、宿泊室が50㎡以下であればスプリンクラーや
難燃材料、耐火構造といった条件が問われず、自宅用のシャワー、
トイレ、キッチン等があるので、大きな設備投資は必要なし。50㎡
あれば9人まで受入が可能なので、小グループであれば丸ごと受け入
れ、ワイワイやることも可能。ただし、それ以上になると建材や耐
火構造、避難経路、非常用照明など様々な設備が必要となり、相応
の覚悟が必要となる。
３．資金や収益面でのハードル
（１）民泊を始めるために必要なお金
糞虫館のように自宅で小規模な民泊(食事なし)を始めるだけであ
れば、初期投資は10万円程で可能かもしれない。ただし、それだけ
では宿泊客はほとんど期待できないと思われる。

（２）収益事業としての民泊
ドミトリーでの素泊まりは、2,500円/人が相場。食事は地元の飲
食店を利用していただくが、レンタル寝具(2千円～/人)を使うと売
上の約７割が吹っ飛ぶため、利用できない。安くする代わりに寝袋
を持参してもらうしかない?!
売上
101千円/月(2,500円×9床×30％×180日/12)
宣伝広告･HP 20千円/月
光熱費･雑費 15千円/月
事業ゴミ回収 7千円/月
宿泊管理費 売上の15％
利益
44千円/月
営業日数の上限の180日営業し、稼働率30％とすると人件費抜き
の利益は44千円/月。自宅での素泊まり民泊は、それだけでは収益性
の低い事業と言わざるを得ない。糞虫館は、朝の糞虫観察ツアーや
糞虫講演会等開催することで客単価を＠4500円とし、利益を113千
円/月に増加させる計画を描くことができる。
４．民泊を成功させるポイント
（１）誰が、なぜ民泊を使うのか？
自宅での民泊は、ターゲットを絞り特徴を出すことで、多くの宿
泊施設の中からピンポイントで選ばれる必要がある。特に奈良の場
合は日帰りする観光客が多く、単に観光スポットに近くて便利なだ
けでは利用されることはない。そこに泊まりたくなるような魅力や
そこに泊まらなければ体験できないような企画を提案する力が求め
られている。
（２）私は、なぜ民泊をするのか？
コンビニのバイト15日/月で12万円稼げる時代である。今回、糞
虫館の民泊事業を検討して気付いたことは、民泊の成功はお金では
なくて、自身の満足感(＝幸せ)にあるということである。糞虫の存
在と面白さを広く知ってもらうという使命を帯びた糞虫館の館長に
とって、虫好きの宿泊客と朝から虫を追いかけ、夜中まで糞虫話に
花を咲かせることが幸せであり、経済的なメリットは副次的に生じ
ているに過ぎない。
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Ⅱ．行動実践（原則４

レモネード②）

● 奈良市の訪日観光客へのインタビュー
2019年1月3日午前10時から12時までの2時間、奈良市総合観光案
内所（JR奈良駅旧駅舎）を訪問中の訪日観光客を対象に、御所市の知
名度を確認する目的でインタビューを行った。
インタビューでは下記６つの質問をした。
①どこから来ましたか？（出身国）
②どういうグループで来ましたか？（家族・個人・友人等）
③この後の予定はどう過ごされますか？（奈良県内）
④奈良県を出た後のご予定はどうなっていますか？
⑤御所市について知っていますか？
⑥御所市に行きたいと思いますか？
（もしくは泊まってみたいですか？）

奈良・御所
魅力民泊

●インタビューからの考察
今回のインタビューから、奈良市を訪れる訪日観光客にとって無
名な御所市に魅力ある民泊施設をつくり、強制的に宿泊してもらう
ような機会をつくれば、御所市の魅力が伝わるのではないかと考え
た。
やはりインタビューで「御所市を知らない」と回答した訪日観光
客にどんなに御所市の魅力を伝えたところで、なかなか伝わらず、
だれからも「行ってみたい」と言う言葉をきくことができなかった。
百聞は一見に如かず。
私たちは、ファーストペンギンとなる訪日観光客を御所市に宿泊
してもらうプロトタイプの検討を始めた。

当日は非常に寒い日であったが、奈良市総合観光案内所内は新年休
暇を日本で過ごす多くの訪日観光客で賑わっており、インタビューに
は皆快くご協力いただけた。そして、ヨーロッパ・東南アジア・南
米・アメリカ・オーストラリア・中国等様々な国から、奈良に訪問し
ていただけていることは確認できた。また、奈良の訪問理由として、
「鹿が好き」「寺社・仏閣に興味がある」「歴史的な町が好き」等を
あげ、全員が「今から奈良公園方面に向かう」と答えた。ところが、
奈良県内のこの後の行程で、奈良市以外も観光する予定をたてていた
方はおらず、次は京都や大阪といった近畿各県をはじめ、北陸や名古
屋、東京、北海道等日本の別の都道府県に移動予定ということだった。
さらに、残念なことに、御所市について「知っている」と答えた訪
日観光客はおらず、御所市のパンフレットを片手に説明したものの、
私たちの説明が下手なこともあり、「行ってみたい」という回答どこ
ろか、あまり興味を持っていただくこともできなかった。
また、奈良の滞在について約8割が日帰りを予定し、「御所で民
泊」どころか奈良県の中核都市である奈良市を含め奈良県内で宿泊さ
れない現状を改めて突き付けられた。
写真11：インタビューに協力いただいた訪日観光客の方と記念撮影
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奈良・御所
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Ⅱ．行動実践（世界観）
●見えてきた４スタイル

生活

知名度

日常

非日常

全
国

①
宿泊代替型
(マンション等)

②
ならまち
糞虫館

地
元

③
さんろく
のおうち

④
古民家
勝右衛門

図表９：民泊マトリクス
●奈良にあう民泊とは一体何か
これまで現地調査や議論を重ねる中で、奈良にあう民泊とは何
かについて、改めて考えた。
泊まらない、食べてもらえない奈良を改善し、急増する訪日観
光客をいかに取り込むか、また、奈良県北部に集中する状況をい
かに変えていくのか、が大きな課題である。
東京や大阪といった都市部のような宿泊機能に特化した民泊も
必要ではあるが、それだけで奈良県全体に効果が波及するとは考
えにくい。つまり、奈良県内の市町村に、ただ宿泊するためだけ
に訪日観光客が行くとはイメージしにくい。
そこで、これまで出てきた民泊のタイプを、知名度および生活
スタイルの２軸で分け、４象限にプロットしてみた。

まず、縦軸に「その土地が全国的に有名かどうか」、そして横
軸に「民泊のスタイルが非日常がどうか」の４象限を作ってみた。
次に、これまでご縁のある民泊をプロットしてみた。そこで見
えてきたのは、「民泊」と一口にいっても、それぞれ求められて
いる便益や機能が異なることであった。
①全国 ∞ 日常
東大寺などの有名な寺社仏閣などが主目的で、宿泊はとりあえ
ず泊まれるだけでいい、という「ビジネスホテルに代替する」タ
イプが該当する。
とにかく効率的に、宿泊については安く泊まれることを目的に
している顧客がターゲットとなる。
②全国 ∞ 非日常
全国的に有名な奈良市に拠点があり、特徴的な価値を提供する
「ならまち糞虫館」型が該当する。
東大寺の大仏や鹿を見て、さらに奈良の魅力を「おかわり」し
たい欲張りな顧客がターゲットとなる。
③地元 ∞ 非日常
都会の喧騒を離れ、故郷に帰省する感覚で日常体験ができる
「さんろくのおうち」型が該当する。
変化の激しい現代で、少し落ち着いて自分を取り戻したい、デ
トックスしたい顧客がターゲットとなる。
④地元 ∞ 非日常
全国的な知名度は高くはないが、行けば必ず魅力が発見でき、
非日常体験もできる「古民家勝右衛門」型が該当する。
そこでしか味わえない、特別な空間や場の持つパワーを期待す
る顧客がターゲットとなる。
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Ⅱ．行動実践（世界観）
①全国 ∞ 日常

（空き室を貸すイメージ）

②全国 ∞ 非日常

＜顧客：CS＞
＜ﾊﾟｰﾄﾅｰ：KP＞ ＜事業活動：KA＞ ＜価値創造：VP＞ ＜信頼関係：CR＞ ｖｖ
空室をそのまま
貸し出し

・民泊サイト
・自治体届出
・民泊管理事業者

空き部屋をその
まま貸してあげ
て、可能なら副
収入を得たい

＜リソース：KR＞
空き部屋
空き物件

＜費用：C＄＞

民泊サイトの
評価

有名観光地に、
安く便利に
泊まりたい
訪日観光客

立地は、悪くない

・自治体届出

糞虫館を宿泊施
設として貸し出
し

・民泊管理事業者

世界にひとつだ
けの「ならまち
糞虫館」を存分
に味わってほし
い

＜リソース：KR＞
★ならまち
糞虫館

＜費用：C＄＞

便利な場所なら、
なおうれしい

悪い口コミ物件は
避けたい

図表10：①全国∞日常ビジネスモデル
●都市部に多いマンションの一室や空き家貸しタイプ
訪日観光客のニーズとしては、泊まるところにこだわりはあまり
なく、「なるべく安く泊まりたい」と感じている。また、貸し手の
方は、自分の所有している空き部屋を有効活用したい、と感じてい
る。その中で、設備は最低限とし、民泊の営業などに稼働をとられ
たくない。あくまでも副収入の手段としての要素が強い。

＜チャネル：CH＞

有名観光地にた
だ寄っただけで
なく、よりエッ
ジの利いた体験
がしてみたい
訪日観光客

ならまち糞虫館

宿泊利用料
ならまち糞虫館グッズ売上

＜価値創造：VP＞

安く便利に泊まりたい

奈良を愛する
こころ

＜収入：R＄＞

糞虫館運営費用
宿泊準備（布団など）

＜顧客：CS＞

そのまま
空き部屋を貸してあげる
集客は、民泊サイト
が代行してくれる。

・民泊サイト

民泊サイト

宿泊利用料

＜価値創造：VP＞

＜ﾊﾟｰﾄﾅｰ：KP＞ ＜事業活動：KA＞ ＜価値創造：VP＞ ＜信頼関係：CR＞ ｖｖ
＜顧客：CS＞

＜チャネル：CH＞

＜収入：R＄＞

サイト利用手数料
管理委託費
賃料

（ならまち糞虫館をイメージ）

鹿と原始林のある奈良
でしかできない特別な
体験

ならまち糞虫館は
世界にひとつだけ

糞虫館から移動しな
くていい

＜顧客：CS＞
絶対に話のネタに
なる体験がしたい
奈良で、より深い体験
をしたい
奈良市に寄ったつ
いでに行ける

図表11：②全国∞非日常ビジネスモデル
●奈良市に訪れた「プラスワン」の貴重な体験を提供するスタイル
東大寺を見た観光客が「一泊してみてもいい」と思える「非日
常体験」を提供できるかが鍵である。鹿と原生林と糞虫というス
トーリーをいかに感じてもらえるか、中村館長の手腕の見せ所で
ある。各国の「ファーストペンギン」を捕まえることができれば、
あとはSNSなどの口コミが期待できるモデルである。

19

奈良・御所
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Ⅱ．行動実践（世界観）
③地方 ∞ 日常

（さんろくのおうちをイメージ）

＜顧客：CS＞
＜ﾊﾟｰﾄﾅｰ：KP＞ ＜事業活動：KA＞ ＜価値創造：VP＞ ＜信頼関係：CR＞ ｖｖ
・圧倒的な地元の
知り合いの方々

次々でてくる
おもてなし

・自治体の支援
・民泊サイト

田舎に帰省する
感じの肩ひじは
らないゆっくり
とした雰囲気の
おもてなし

＜リソース：KR＞

・家族・親戚

さんろく自然の家
旦那さん

＜費用：C＄＞

日本の生活を体験
してみたい
訪日観光客

＜チャネル：CH＞
知り合い
自治体HP
民泊サイト

＜収入：R＄＞

布団レンタル
材料費
人件費

伝統行事や風習、
農業体験もできるよ

おかんがしっかりと
サポート

・建築家
・デザイナー
・うまいもん
提供者
・民泊サイト
・自治体届出

非日常な場の提供
お客様のリクエス
トに応える

古民家を活用し、 わびさび
設えなどにもこ
だわり「非日常
空間」を味わっ
てほしい

＜リソース：KR＞ やりたいことを
叶える柔軟性
古民家
番頭
女将
丁稚

都会の喧騒から離れ、
リラックスしたい

ほっとかれるのは
嫌だ

図表12：③地方∞日常ビジネスモデル
●豊かな自然の中でゆったりと過ごすことで、リラックス・デトックス
都会の喧騒から少し離れ、大自然の麓でゆっくりと時間を過ごし
てもらうスタイル。少し退屈なら、近隣のトレッキングやサイクリ
ング、あるいは農業収穫体験などもご用意。そして何よりも、初め
てでも「第二の故郷」と感じてもらえるような、ホストのおもてな
し力が極めて重要である。

日本の伝統文化
に触れながら、
「非日常」の雰
囲気を体験した
い訪日観光客

＜チャネル：CH＞
民泊サイト
日本に滞在する
外国人
訪日観光客

＜収入：R＄＞

建物の維持費
材料費
人件費

＜顧客：CS＞
観光地にはない
「普通の体験」を
したい

＜ﾊﾟｰﾄﾅｰ：KP＞ ＜事業活動：KA＞ ＜価値創造：VP＞ ＜信頼関係：CR＞ ｖｖ
＜顧客：CS＞

＜費用：C＄＞

宿泊料
飲食代
おみやけ代

＜価値創造：VP＞

初めてでも「おかえり」と
言えるリラックスした雰囲
気の提供

一度来たら忘れ
へんくらいの思
い出

④地方 ∞ 非日常 （古民家 勝右衛門をイメージ）

宿泊代
サービス料
おみやげ代
＜価値創造：VP＞

古民家とこだわりの設え
で非日常の場を提供

一棟貸しで、終日、
自由に過ごしても
らいたい
調度品などにもこだ
わり、滞在者に意味
のある空間を演出

＜顧客：CS＞
特別な空間で、ラ
グジュアリーな時
間を堪能したい
隠れ里で、時空を超えた
非日常空間を体験したい
世俗な雰囲気は
避けたい

図表13：④地方∞非日常ビジネスモデル
●歴史ある古民家を活用し、特別な空間を提供するスタイル
赴きのある古民家を活用し、歴史ある調度品などに囲まれた非日
常空間を演出するスタイル。滞在者のリクエストにあわせ、静寂な
演出や旅の演出を行う。古民家という特性上、いかにリノベーショ
ンし、世界観を演出するかもひとつのポイントである。そこに行く
価値をどうブランディングしていくかが鍵である。
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Ⅲ．プロトタイプ
◇日時
◇場所
◇訪日観光客役
◇テーマ

2019年2月9日㈯~10日㈰
御所市内
社会人留学生
張 暁雪（ちょう ぎょうせつ）さん、周 怡怡 (しゅう いい)さん、臧 亜倫(ぞう ありん)さん
奈良・御所（御所）の魅力発信を支える民泊とは

＜１日目＞
朝
近鉄御所駅 出発
コミュニティバス乗車
楢原停留所 下車
↓
九品寺
一言主神社
片上醤油店
梅本とうふ店
名柄地区古民家見学
↓
お昼
郵便名柄館で夕食（てがみランチ）
名柄停留所 乗車
近鉄御所駅 下車
↓
ごせまち散策
・食材調達 ※鴨肉、野菜、地酒
おやつ
モリソンカフェ （カフェ休憩）
JR御所駅 乗車
JR掖上駅（わきがみえき）下車
株式会社三光丸 薬の資料館 見学

＜２日目＞
朝
宿舎出発
↓
国見神社
国見山
JR掖上駅 乗車
JR玉手駅 下車
↓
吉祥草寺
神武天皇社
ホウマ神社
お昼
御所市内で、お弁当昼食
ダイアログ（対話会）
テーマ①「御所の隠れた魅力について」
テーマ②「どのような活用方法・アイデアがあるか」
テーマ③「魅力を支える民泊とは」
解散

夕食
古民家の宿 勝右衛門 到着
調達した食材を使って、「御所なべ」を自炊
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御所駅から出発し、山の麓にある魅力を散策
●「神々の降る里」御所（まちの魅力）
バック・トゥ・ザ・フューチャー～日本の古代ミステリーの地で、
珠玉の最新JAPANESE FOOD(Sake,Tofu,Soy Sauce,Duck meat)を
楽しむ。
（１）番水の時計

「楢原」のバス停で下車し、麓の道を進むと、田んぼの間を流れる
用水路のそばに、小さな円筒状の塔が見えてくる。これは、番水の時
計といい、中には時計が置かれている。昔、奈良盆地は雨に乏しく、
水争いを防ぐため「番水制」という決められた時間だけ自分の田んぼ
に水を引ける、という決まりがあり、現在でも時刻表にあわせて田ん
ぼへの取水がされているそうだ。昔は、水が人々の生死を分ける非常
に貴重なものであったことを実感できるとても貴重な遺構だ。

（２）九品寺

番水の時計から大和平野が一望できる長閑な田舎道を歩いていくと奈良時代の
僧の行基の創建した九品寺の山門が姿を現す。九品は仏教語で人間の品格をあら
わしており、上品・中品・下品がありそのなかでも上中下があって全部で九つの
品があるそうだ。
そして、この寺で有名なのは、千体石仏と呼ばれる多く
の石仏である。南北朝時代にこの地の南朝方の豪族の楢原
氏が北朝側と戦ったとき、地元の人たちが味方の身代わり
として奉納したものや、集落内にあった石仏をある時期、
寺に集めたものなどで、百年ほど前に裏山の地中で見つ
かったそうだ。その数は1600体とも1700体といわれてお
り、現在も出土しておりその数は定かではないという。仏
像のお顔を拝見していると、それぞれの仏様がこの地に来
られるまでの物語を想像せずにはいられない。

（３）一言主神社

こちらは、全国の一言主神社の総本社。第21代天皇の雄略天皇
が、葛城山をお歩きになっていると、突然目の前にご自身と同じ
姿をした人物が現れた。それこそが一言主の神さまで、雄略天皇
に「私は善事（よごと）も悪事（まがごと）も一言で言い放つ神
である」と答えた一言主大神（ひとことぬしのおおかみ）が祭神
だ。一言ならばどんな願いも叶えるという「いちごんさん」とし
て親しまれている。しかし、欲深いのかいつも願いを一言で言い
切ることができないのが悩みだ。

奈良・御所
魅力民泊

（４）片上醤油

こちらは、地元産大豆を使って杉の大桶の中で自然のままに発
酵熟成する天然醸造の手法を守って、無添加無調整の醤油を製造
している。また、こちらは、奈良の逸品料理や食材を選定・発信
する一般社団法人「奈良のうまいもの会」が、「うまいもの」に
認定した１５０品からさらに１ランク上の商品を選ぶ「第1回認
定プレミアム商品審査会」でグランプリを獲得した古代の調味料
「古代ひしお」を製造している。これからの展開がとても楽しみ
な醤油屋さんだ。

（５）梅本とうふ店

こちらでは、金剛葛城の美味しい水を使った美味しいお豆腐
がいただける。また、「試食がすごいお店」としても知られて
おり、いつも店内は賑わっている。今回いただいた試食セット
は「豆乳鍋」、「葛城とうふ」、「豆乳」、「豆腐ハンバー
グ」、「豆腐ドーナツ」とボリューム満点で、試食だけで満腹
になる。量が強調されるが、ひとつひとつがとても美味しく、
心も幸せな気持ちで満たされるお店だった。

（６）郵便名柄館 Tegami Café

ここは築100年を超えた郵便局舎をリノベーションした『郵便名柄館』で、地
元産の野菜や地元産の吐田米（はんだまい）、自家製味噌を使ったランチなど
がいただける『Tegami Cafe』と、古い貴重な資料などを展示する『郵便資料
館』が併設されている。
カフェでは、月替わりの「テガミランチ」と、映画『天使のいる図書館』の
中で主人公が注文した人気の「天使のパフェ」が味わえる。
郵便名柄館の南側には作家・堺屋太一氏の実家だった屋敷
があり、その縁で氏が局舎再生プロジェクトのコンセプト設
計に携り、改修費用も一部を寄付をされたとのこと。
その南側の郵便庭園では、昔の丸型ポストと郵便配達夫の
像、そして昭和の切手ブーム時などの切手を展示している。
郵便配達夫の像の台座には、堺屋太一さんの「郵便は歓びを
つたえる 絆をふかめる 思い出をつくる それは今もここにあ
る」の文字が刻まれている。「御所は歓びをつたえる 絆をふ
かめる 思い出をつくる それは今もここにある」と感じられる
場所であった。
※写真はすべて訪問地にて撮影
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ごせまちで一休みし、薬を学ぶ
（７）東川商店

こちらの酒屋さんでは、2018年の『日本酒注
目度ランキング』で5位にランクインした、地元
の油長酒造の「風の森」を入手することができる。
このお酒は革新的なコンセプトのお酒を世に放つ
ブランドとして日本酒ファンの間で高い人気があ
るが、奈良県内の取引酒販店のみでしか入手でき
ない希少価値の高いお酒だ。そして、純米・無濾
過生原酒で、純米のみ、無濾過のみ、生酒のみ、
原酒のみ、炭酸入りという５つの製法に拘りを
持って作られており、まるでスパークリングワイ
ンのように、お米のフルーティーな香りに溢れ、
口のなかで弾ける贅沢な口当たりを味わうことが
できる、新感覚の日本酒で、今後増々「風の森」
は日本を代表する日本酒として国内外で大きく広
まっていく予感を感じさせる。

（８）モリソンカフェ

奈良・御所
魅力民泊

（９）三光丸薬の資料館

株式会社三光丸は、『三光丸』は後醍醐天皇に名を賜ったと伝えられて
いる700年の歴史を持つ大和地方発祥の健胃薬を作り続けている。
同社は、全国への販売網を築き、生薬ならではの穏やかで確実な効き目と
胃腸自体の治癒力を高める自然の力を訴求することによって、日本全国の
家庭常備薬として確固たる地位を築いている。東日本大震災の時は、三光
丸が滞って困られた被災者の方々も多かったと聞く。
大和は、古来より日本の薬と医療の発展に大きな役割を果たした。古事
記、日本書紀にも記された推古天皇の薬猟（くすりがり）や、修験者・役
小角の薬草利用、奈良の寺院での薬づくりや薬草園整備、全国各地の人々
に待たれた薬の配置販売など、いつの時代でも、大和をおいて薬と薬草利
用を語ることはできない。この施設は、これら先人たちが残した薬草と配
置薬のさまざまな知識と知恵を知ると共に、はるか元応年間から製造され、
七百年にわたって暮らしのなかで愛され続けてきた三光丸を通じて、配置
薬販売の歴史や実際を知ることのできるミュージアムになっている。
世界的に治療から未病への関心高まっているなか、自然由来の体に優し
い奈良のくすりの伝統は、これから大きな脚光を浴びるかもしれない。

「古くて新しい粋な場所」
大正モダンな看板下のドアを開けると、その雰囲気に少し心踊る。
昼は、ランチ＆カフェ、夜はバーに変身する「モリソン万年筆＆カフェ」。その
ルーツは、大正七年にまで遡る。谷川寅次郎氏により創設された「モリソン万年
筆」。そのモダンなデザインと高い機能性で、関西を中心に高い評価を得ていた。
しかし時代の流れとともに、モリソン万年筆の製造の停止されてしまう。
現在は、モリソン万年筆は製造されていないが、その世界観だけはしっかりと受
け継ぎ、カフェ＆バーとして生まれ変わった。ランチは、スパイスの利いた特製カ
レーを、ティータイムでは、手作りシフォンと珈琲で、そしてバーでは大正ロマン
な雰囲気で、少し大人の時間に浸れることができる。また、御所の名物である「倭
合鴨鍋」を堪能することもできる、人生の選択肢に入れたいお店である。

※写真はすべて訪問地にて撮影
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古民家で御所を味わい、パワースポットを巡る
●勝右衛門、さんろくのお家（御所のブランディングとは何か）

（２）吉祥草寺

今回は特別に、御所のブランディングと称して、さんろくのおうちに協
力いただき、「御所なべ」を持ち込んで自炊した。築194年の古民家を改
装した雰囲気のある「勝右衛門」では、予約すればバーベキューなども利
用できるが、食材の持ち込みも可能である。
御所の食材をふんだんに使った、ブランド合鴨肉「倭鴨(やまとがも)」。
は、とても柔らかくでヘルシーで、口に入れると芳醇な旨みが口全体に広
がるとても上品な食材だ。地元産の野菜と特産の葛切りがカモ肉の美味し
さを引き出し、また地元の名酒「風の森」との相性も格別で御所の味覚を
堪能することができた。
夕食の場では、「勝右衛門」のご主人と女将さんを囲んで、民泊を開業
した経緯と今後の事業展開のお話を伺い、御所のこれからの未来について
語り合うことができて、とても濃密な時間を過ごすことができた。
心を落ち着ける非日常の空間と美味しい食事、そしてホスピタリティ溢
れる暖かなおもてなしは、世代の違いや国籍の違い、性別の違い、立場の
違いを超えて、お互いに共感し合えて理解し合える、共に進んでいける関
係をつくる上で大切な要素である。
「勝右衛門」は、宿泊する場の「非日常の演出」にこだわっており、そ
こでどのように過ごすかは、宿泊者に委ねられている。今回のように食事
を持ち込むことも相談に乗ってくれる柔軟性がある。そういったことを活
用すれば、今回のようにより地域とのコラボで御所そのもののブランディ
ングが可能であると感じた。

（３）神武天皇社

●Search Inside Yourself （体験の魅力）
～奈良の2大ヒーロー（神武天皇、役行者）から人生の切り拓き方
（１）国見山

初代神武天皇は、大和を中心にした統一国家を作ろ
うと志を立てて、宮崎の日向高千穂より大和を目指す。
そして、九州、四国と次々に平定し、紀伊半島から吉
野、宇陀を経て遂に国を統一して大和を自らのものに
する。この山は、国家統一を果たした神武天皇が自ら
のものになった大和を一望された場所と伝わる。この
地に立つと、大志を抱いた神武天皇のパワーを貰い、
凜とした気持ちになれる。

奈良・御所
魅力民泊

こちらは、修験道の開祖である役行者が創建した寺で、
役行者はこの地で生まれ寺域には産湯の跡も残されてい
る。若き日の役行者は、寺の西にある葛城山系の山々で
修業を積み、法華経二十八品の一品あてをこの地の各所
に埋納して経塚を築造して「葛城二十八宿」と言われる
入峯修行者のため二十八ヶ所の参籠行場を作った。
今、修験道の教えや山伏が「日本の精神」を体現するも
のとして海外で脚光を浴びており、国内でもリピーター
が増えている。修験道の開祖である役小角と日本最古の
修験道の聖地である葛城山を抱える御所は、スピリチュ
アルな体験の場として大きな可能性を秘めている。

神武天皇は、紀元前660年1月1日(新暦2月11日)に
52歳の時に橿原宮で即位した。歴史の定説では、明治
時代に造営されたに橿原神宮がある地が橿原宮とされ
るが、御所市「柏原」に鎮座するこの神社は、初代神
武天皇の即位した場所であると言われている。一説に
はこの神社が宮跡に指定されると住民が他に移住しな
ければならなくなるので、明治のはじめに証拠書類を
全て焼いてしまったそうだ。神武天皇が国のグランド
デザインづくりをした、知られざる「日本のはじまり
の地」は、私達自身の人生のグランドデザインにも最
適かもしれない。

（４）ホウマ神社（嗛間（ホホマ）神社）

旅の最後に訪れたところは、神武天皇社の南側にあ
り、祭神は神武天皇の前后になる。昔は婚礼の行列は
この祠の前を通ってはならず、どうしても通るときは
祠に幕を張る風習があり、これを無視したため不縁に
なった者が多くあったと言われている。これは神武天
皇が大和を平定後、新しい皇后に迎えたため前后はや
むを得ずこの地にわび住まいしたと言われ、その怨念
が夫婦の縁を呪うということらしい。遠い古代にも現
代と変わらぬ人間ドラマが繰り広げられていたと思う
と、とても身近に感じられる。

※写真はすべて訪問地にて撮影
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Ⅳ.ワークショップ（ダイアログ①「御所の隠れた魅力とは」）

奈良・御所
魅力民泊

原則１ 「手中の鳥(Bird in Hand)」の原則
目的ではなく、手持ちの資源から始める

歴史

自然

（澄んだ水）

町並み

奈良県に住んでいても、地域の歴史に触れる機会はほとんど無いことが多い。今回、御所を訪れて興味
深かったのは、「神武天皇」と「役行者」という歴史の立役者と縁が深いことである。
例えば、神武天皇は、橿原市に神武天皇陵、橿原神宮があり、橿原が建国の地として有名である。しか
し、御所にも神武天皇にまつわる神社や史跡がたくさんあった。もうひとつの「カシハラ」、すなわち御
所市柏原に歴史スペクタクルを感じることができた。
また、役行者と言えば、修験道の開祖として有名である。修験道と聞くと吉野や熊野、大峰山などを連
想するが、その始まりの地ともいえる開祖生誕地が御所にある。

今回の訪問先には醤油店、豆腐店、酒造会社、製薬会社などがあった。それぞれ地域の特産品を製造す
る魅力ある地域資源であるが、御所にはなぜ酒造会社や製薬会社が多いのだろうか？それを考えると、少
し違った解釈ができるのではないか。
すなわち、本当の隠れた魅力はそれらの地域資源を生み出している「源」にあるのではないか、という
ことである。その「源」とは「水」である。御所の周囲には葛城山、金剛山などが連なる。これらの山々
からもたらされるきれいな水こそが隠れた（本当の）資源、地域の魅力というわけだ。

御所の古い町並みは、日本人が忘れ去った古き良き時代を思い起こさせるのではないか。特に、都市部
で暮らす人にとっては御所の町並みをブラブラ歩くだけで「非日常」を体験できるのではないか。他の有
名な観光地などとは異なり、作られた箱庭のような雰囲気は無く、昔からある風景がそのままの姿で今に
残っているところが隠れた魅力ではないだろうか。
実際、今回泊まった宿の周囲には昔ながらの家屋や塀が残り、日本映画のワンシーンに出てきそうな風
景であった。しかし観光地と認識されているわけでもなく、そこを訪れて初めて「あ、いいね」と思える、
知る人ぞ知る（行った人にしか味わえない）、穴場的な存在であった。また、古い町並みとマッチする田
園風景や山々が存在するのも魅力を高める役割を果たしていると感じた。
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Ⅳ．ワークショップ（ダイアログ②「活用方法、アイデアは？」）

奈良・御所
魅力民泊

原則２ 「許容可能な損失(Affordable Loss)」の原則
どこまで損失を許容できるか、あらかじめコミットする
原則３ 「クレイジーキルト(Crazy-Quilt)」の原則
パートナーシップを重視する。

散策

今回はプロトタイプのため、地元出身の藤井さんの先導により訪問場所、道順、所要時間などを全てお
任せし、途中道に迷うことも無く計画どおりに行動することができた。このように、地元の方と連携し、
各スポットを周遊することは、限られた時間の旅行者にとっては、最良の方法と考えられる。
また逆に、少し違った考え方をすることもできるのではないか。時間的・金銭的に余裕のある訪日旅行
客であれば、地図アプリなどを駆使して、時に道に迷いながら、古い町並みの魅力を自力で発見し、歴
史・伝承のスポットや、御所のうまいもんを探し訪ねる、そのような「体験」も魅力的な旅の醍醐味では
ないだろうか。

発信

御所には映画のワンシーンに出てきそうな魅力的な風景（町並み）があると紹介した。まさにその風景
と神武天皇、役行者といった歴史とを掛け合わせれば、魅力的な発信ができそうである。「謎のｘｘ」と
か「歴史に埋もれたｘｘ」、「伝説のｘｘ」といったミステリアスなキャッチフレーズと、そこにまつわ
るストーリーを分かりやすく伝えてあげる術があれば、面白い。
また、地域資源である「澄んだ水」にまつわる食材と連携し、水、お豆腐、お醤油、お酒、旬の野菜、
鴨、お米などを使った「御所なべ」などのおいしいブランディングができれば、訪日観光客にもわかりや
すいと感じる。

連携

例えば、神武天皇伝説のように、橿原市の橿原神宮や神武天皇陵と、御所の「隠れた」歴史をコインの
表と裏のようにセットにしてＰＲしてみても、面白いのかもしれない。
同じように役行者では、奈良県南部や和歌山にも伝承やゆかりの地が点在するため、御所を起点として
役行者修行の行程を辿るような体験ツアーなどが考えられる。
いずれのアイデアも御所の地域に閉じる話ではないので、周辺自治体や神社仏閣、関係団体などとの連
携強化が必要になるだろう。
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Ⅳ．ワークショップ（ダイアログ③「魅力を支える民泊とは？」）

奈良・御所
魅力民泊

世界観「飛行機の中のパイロット(Pilot-in-the-plane)」の原則
日々の変化に対応する
原則４「レモネード(Lemonade)」の原則
偶然を梃子（てこ）として活用する

人

例えば、大手民泊サイトAirbnbでは、利用者からの評価結果が星（★）の数で5段階評価の点数として表示さ
れる。（総合評価、清潔さ、正確さ、コスパ、コミュニケーション、チェックイン、ロケーション）その基本的
事項がきちんと出来ているうえで、重要と考えられるのが人、すなわち民泊施設の経営者やオーナー、そこで働
く従業員などの人柄や人間性である。今回の御所を巡る企画では、宿泊先をはじめ飲食店や販売店などで経営者
や店舗スタッフと接する機会が多くあった。そこで感じたのは、皆さんいずれもサービス精神と親切心に溢れて
いる、ということである。
「せっかく訪れてくれた観光客をもてなそう」という思いを持った「人」の存在が、地域の魅力を支える民泊
には存在し、またそれ自体が地域の魅力となっているのかもしれないと感じた

家

前述した「人」がソフトとしての要素であるとすれば、ここに挙げた「家」はハードとしての要素であ
ると言える。「家」とは民泊を構成する日本家屋の古民家、それに付随する日本庭園、古民家の中に設置
された畳や襖などである。
単に安宿を求めて民泊を利用する人もいるかもしれないが、日本の古き良き時代の生活を「体験」した
いという目的で、わざわざ古民家の民泊に宿泊する客もいるはずである。そのようなニーズを満たすこと
のできる「勝右衛門」のような民泊は、地域の魅力を支える貴重な存在であるに違いない。
実際、今回の企画に協力してくれた中国人の若者たちに感想を聞いたが、古民家での宿泊を「体験」で
きたことを高く評価してくれていた。

立地

今回の宿泊先の勝右衛門は裏山と田んぼに囲まれており、お世辞にも便利な場所に立地しているとは言
えない。最寄駅（近鉄市尾駅）からの距離は徒歩約１０分とそれほど遠くは無いが、日が暮れると懐中電
灯無しでは宿の外を歩くことができないくらいに真っ暗になる。
しかし、そのような立地も必ずしもマイナス要因ではなく、都会の喧騒から離れ「非日常」を求めて
やって来る宿泊客にとってはむしろ魅力的に映るのではないか。実際、勝右衛門を紹介する民泊予約サイ
トには物件の紹介として、「書院造りの和室で、瞑想する静寂の空間と静かに流れゆく時間。都会の喧騒
や煩雑な日頃の生活から解放され、素直に自己と向き合う時をお楽しみください。」と記載されていた。
まさにその静寂の空間を生み出しているのは、田舎のロケーションではないだろうか。
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Ⅴ．提言に向けて（Who we are 共創）

●御所の魅力（手持ちの手段）を活かしつつ、環境の変化にあわせて、
民泊を活用する

●エフェクチュエーションサイクルと今回の発見

資源拡張サイクル
手段の変化
目的
新たな手段

・私は何ができるか？

手持ちの手段

ステークホルダー
・私は誰か？
・何を知っているか？
・誰を知っているか？

環境の変化

コミットメント

相互作用

新たな目的
・私は誰を知っているか？

コミットメント無
機会を保持

制約の変化

制約収束サイクル

歴史

自然

町並

御所には、魅力ある地域資源が豊富にあり、また民泊の萌芽も見ら
れる素晴らしい場所である。訪日観光客向けには、まだまだ認知度が
高くなく、訪問者も多くはないが、潜在的な可能性を感じる場所であ
る。今回は、さらに環境の変化を踏まえつつ、御所ならではの提言を
してみたい。
●提言１
御所のまちを、リフレーミング（再定義）
・まち全体をひとつのホテルとして、捉え直す
・住まいを、働く場、住まう場、泊まる場として、捉え直す
●提言２
かつて商業が栄えた御所だからこそ、事業創造の聖地とする
・事業創造を考える滞在型のまちにする
・国際的な交流ができるコミュニティのあるまちにする

新しい企業、製品、市場

散策

奈良・御所
魅力民泊

連携
人

まちごと
リフレーム

1980年代のイタリアの
事例を参考に

発信
家
立地

図表14：エフェクチュエーションサイクルからの発見

事業創造
の聖地

ビジコン奈良やAirbnbの
コミュニティを参考に
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提言１（まちごとリフレーム）
●ホテルをリフレーミングしてみる～まちをひとつのホテルに
私達が、ホテルを選ぶ基準は何だろうか？ホテル自体の魅力も大切だが、
それだけでは宿に泊まる決定的な要因にならない。やはり、訪れるまちの
魅力が大きな要因なのではないだろうか。
では、人が集まる大都市でもなく、著名な観光名所がある場所でもない
地域は、その地域が持つ隠れた魅力を発信していくためにどうしたらいい
のだろうか？この問いには、1980年代初頭よりイタリアで取り組みが開
始されたアルベルゴ・ディフーゾの考え方がヒントになるかもしれない。
この考え方は、少子高齢化・人口減少が進展するなか、持続可能なまちづ
くりのモデルとして今日本でも注目されて来ている。
アルベルゴ・ディフーゾは、「分散型ホテル」を意味し、まちに点在す
る空き家を宿泊施設として再生利用して、まち全体をひとつのホテルと見
立てた事業モデルである。まちのなかに、受付機能を１本化して、飲食店
や滞在に必要な機能を分散してそれらの機能を一体で運営することに特徴
がある。
このモデルは施設のホスト側とゲスト側の双方にとってメリットがある。
ホスト側は、機能毎に分業をすることで一体となってまちが持つ資源を総
動員してまちの魅力を高め、情報発信をしていくことができる。一方、ゲ
ストは、ホテルでのホスピタリティ溢れるサービスと、まちの中に生活を
しているような日常を味わうことができて、ゲストがまちの魅力を体感す
ることができる。
兵庫県丹波篠山市での成功事例は、御所が持つ隠れた魅力を発信するた
めのヒントになるかもしれない。

図表15：篠山城下町ホテル NIPPONIA（ニッポニア）
出所：http://nipponiastay.jp/hotel-nipponia.html

奈良・御所
魅力民泊

●住まいをリフレーミングしてみる～働く場、住まう場、泊まる場の
垣根を取り払う
ホテルの語源は、旅人・客・宿主を意味するラテン語のホスぺスか
らきていると言われる。ホスペスは中世のヨーロッパにおいて十字軍
の兵士及び旅人が宿泊するために教会が作った施設のことだそうだ。
そもそも私達はなぜホテルを利用するだろうか？ホテルはなぜ必要
なのだろうか？いろんなところを訪れてみたいという私達の欲求を満
たす手段はホテルだけなのだろうか。家は日常住むところ、ホテルは
特別な日を過ごすところという古くから人類の営みで作り上げられて
きた従来の定義はこれから先も有効なのだろうか。
今日働き方改革が声高に叫ばれているなか、多様な働き方を求める
人が今後増えてくることが予想される。この状況のなかで、働く場の
近くに住むというこれまでのライフスタイルの考えに沿った不動産ビ
ジネスの仕組みはこれからの社会のニーズに応えられるのだろうか。
もしかしたら、住まいの在り方を変えられれば、分断されている働
く場、住まう場、泊まる場の課題を解決できるかもしれない。
株式会社アドレスが今後提供する全国住み済み放題のサービスのア
イデアは、私達が抱いている働く場、住まう場、泊まる場の垣根を取
り払うパラダイムシフトを起こすかもしれない。

図表16：定額制多拠点Co-Livingサービス「ADDress」
出所：https://address.love/
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参考例

「 NIPPONIA（ニッポニア） 」

●丹波篠山城下町ホテルNIPPONIA
2009年に兵庫県丹波篠山市で設立され、60棟以上もの古民家再生・活
用を手掛けてきた一般社団法人ノオト(NOTE)が運営する「篠山城下町ホ
テルNIPPONIA（ニッポニア）」は、築100年超を含む5軒の古民家をリ
ノベーションした高級感あふれる宿泊施設だ。各棟が市内に分散しており、
受付は1棟のみ。そこから最も遠い宿泊棟まで、およそ2kmの距離がある。
まちを歩いて風景に触れ、生活の場であった古民家で眠りにつく。
NIPPONIAはいわば、まち全体をホテルにする取り組みだ。
元々NOTEは、丹波篠山市の郊外に位置する限界集落、丸山地区におい
て、「集落丸山」という古民家ホテルを手掛けていた。「集落丸山」が古
民家のリノベーションによって限界集落を再生した実績となり、それを市
内の他エリアにも広げることで、「まち全体をホテルにする」というアイ
デアへとつながっていった。
丹波篠山市は国家戦略特区であり、NIPPONIAはフロント設置の規制緩
和を受けている。現行の法令では、宿泊施設の各棟にフロントを設けなけ
ればならないが、規制緩和により、歴史的建築物を宿にする場合は1棟に
設ければよくなった。
この施設の事業スキームは、NOTEと地域活性化マザーファンド、金融
機関が共同出資して新会社を設立し、物件をリノベートして運用している。
そして、施設の運営は管理運営ノウハウの豊富なバリューマネジメント株
式会社に委託している。

奈良・御所
魅力民泊

● NIPPONIA（ニッポニア） HOTEL 奈良 ならまち」
奈良市の旧市街地にある奈良の老舗酒造会社「奈良豊澤酒造」の築
約130年の元酒蔵と町家を改装した宿泊施設が2018年11月1日、オー
プンした。日本酒をコンセプトにしており、搾りたての酒が直送され
るほか、酒かす風呂なども楽しめる。併設のレストランのみの利用も
可能だ。
こちらの事業スキームにも「篠山城下町ホテルNIPPONIA（ニッポ
ニア）」の方式が活用されている。具体的には、NOTE奈良、南都銀行、
奈良豊澤酒造や奈良県の観光活性化ファンドが出資して新会社「なら
まちづくり株式会社」を設立し、運営は古民家の再生事業で実績のあ
るバリューマネジメントがおこなっている。
御所でも、民泊にこのモデルを応用して、NOTEのような地域再生の
ノウハウを持った支援団体と連携して、ファンドや地元の金融機関を
巻き込んだスキームを組むことで、事業リスクをヘッジすることがで
きて、訪れるゲストに提供する価値を高めることができるかもしれな
い。

図表18：NIPPONIA（ニッポニア）HOTELならまち 事業スキーム
図表17：篠山城下町ホテル NIPPONIA（ニッポニア）事業スキーム
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参考例

「ADDress (アドレス)」

●「ADDress (アドレス)」
登録する拠点に定額で住み放題となる多拠点住居シェアサービス
「ADDress」が2019年4月から本格的なサービスの展開を予定している。
「ADDress」は、月額4万円から利用可能なサブスクリプション型の多拠
点居住シェアリングサービスで、ADDressのプラットフォーム上で、物件
オーナーとユーザーとをマッチングし、遊休住宅資産を活用することで、
地域と都心部との「人口シェアリング」を実現していく。
提供する物件は、空き家をリノベーションしてオーナーから買取あるい
はサブリースする形態のほか、遊休別荘、物件のなかの一部屋を想定し、
将来的には自社所有の物件も視野に入れる。空き家の再生について「町家
など文化的特長を持つ物件を優先的にリノベーションしていく」との方針
を持っている。また、ホテル、旅館、民泊、ゲストハウスなどとの連携も
進めていく考え。一棟物件については、地域と旅行者とをつなげ、文化交
流や地域の日常への参加を手助けする、「家守」を管理人として設ける。
このほか、固定のベッドを賃貸借する形態も提供。そのベッド所在地で
の住民票登録を可能とし、そこを拠点にADDressの物件を1ヶ月単位で渡
り歩く「アドレス・ホッパー」の機会も用意する。この形態では、本人確
認を厳正に行うことで、「ホテルや民泊などよりも限定されたスタイルで
サービスを提供していく」としている。
料金体系は、家具や家電、Wi-Fi、水光熱費、アメニティ、共有スペー
スの清掃も含め、年会費として月4万円の48万円。月会員は月5万円。法
人会員は月8万円で1アカウントを企業内で共有利用可能とする。同社では
「ユーザーの90%以上が年会員で、5年、10年のスパンで更新され、月会
員はお試しユーザーになるだろう」と予想。また、幅広い会員に利用して
もらうため、1個室の連続予約は1週間まで、一度にできる予約の上限は
14日間という利用制限も設けた。

図表19：「ADDress」オープン予定物件 出所：https://address.love/

奈良・御所
魅力民泊

物件については、4月のサービス開始時に、まず千葉県南房総市、神
奈川県鎌倉市、千葉県一宮市、静岡県南伊豆町、群馬県吾妻郡、福井
県美浜町、徳島県美馬市、徳島県三好市、鳥取県鳥取市、渋谷区、品
川区の全国11ヶ所で展開する。さらに、4月以降には札幌市、栃木県日
光市、宮崎県日南市のほか、日本初の試みとしてYADOKARIが手がけ
るトレーラーハウス「タイニーハウス・オフグリッド」のオープンも
予定するとのことである。
既に法人会員として、株式会社ガイアックスや株式会社CAMPFIRE、
認定NPO法人フローレンス、ユニリーバ・ジャパン・ホールディング
ス株式会社（トライアル利用）、株式会社リクルート住まいカンパ
ニーなどが登録しており、今後活用が広まっていくことが予想される。
また、行政でも滋賀県大津市が、大津市内の琵琶湖畔の遊休企業保
養所活用に関して、同社と提携を結んでおり、行政側の関心も高い。
今後このような新サービスが増々増えて来ることが予想されるなか、
御所でも、御所の持つ隠れた魅力を広めていく重要なチャネルのひと
つとして活用することができれば、インバウンド需要だけでなく、住
まう場、働く場として都市部の若い人を中心に働く人を呼び込むこと
ができて、御所のファンを増やしていけるかもしれない。

図表20：「ADDress」事業スキーム
出所：https://address.love/
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提言２（事業創造の聖地）
●古地図の町並みが今も残る「御所（ごせ）」

図表21：寛保２（1742）年の
検地図

図表22：「ごせまち」
ごせまちネットワーク・創 発行

●現在、過去、そして未来を語る「事業創造型民泊」のまち
葛城山・金剛山の麓にある御所は、まちの至るところに古代神話の
時代からの伝説や言い伝え、それにまつわる名所古刹が数多く現存す
る。また、古くから街道交通の要所でもあり、江戸時代の検地図のま
まの町並みが残る「御所まち」は、当時の面影を今に伝える。
かつて御所は、伊勢神宮に参る「おかげ参り」で路銀（旅費）を持
たない多くの人に「施業（宿泊所や食事などの提供）」を行った、と
いう歴史を持つ。また、江戸時代には、木綿の大和絣、菜種油、薬種、
運送、醸造、旅籠など、多くの産業があり、商都として栄えていた。
御所は、古くから「事業を創造する」場所であり、人を育む文化を
持っている。
そんな御所だからこそ、古い街並みを活かした「事業創造型の民
泊」がよく似合うのではないだろうか。

奈良・御所
魅力民泊

●アイデア創造（案）
『もしも、御所まちを事業創造型民泊のまちにするなら』
◇エリア
ごせまちの町屋（の一部）
◇コンセプト ごせまちに滞在し、アイデアを創造する
◇対象
国内外のクリエーター（事業創造家）
◇イメージ
・古い町並みの残る御所に滞在し、
・江戸時代の知恵に触れながら、
・国内外の事業創造家たちとも交流し
・新たな活動のヒントを得る
◇プラン
・Who I amの間
昔の芸術家や歴史的な偉人たちと向きあい、自分と向きあう間
・世界観の間
現在、過去と向きあい、これからの未来を考える間
・共創の間
逗留する様々な分野のクリエーター達と交流する間
◇波及効果
御所で生まれた事業や企業などがでてくる可能性を秘めている
●「世界から御所」へ「御所から世界へ」
欧州

北米

●

東アジア

中東

中米

京都御所

●

伊弉諾神宮
（いざなぎ）

●

御所
（ごせ）

●

伊勢神宮
南米

アフリカ
東南アジア

図表23：御所⇔世界イメージ

オセアニア
南極

32

参考例「ビジコン奈良2019
●ビジコン奈良2019

廃校利用のワーケーション」

奈良・御所
魅力民泊

●廃校の木造校舎を活用した 「ワーケーション」事業
奈良県を代表するビジネスプランコンテストのひとつである「ビジ
コン奈良2019」で、平岡仁志氏の「廃校の木造校舎を活用した ワー
ケーション事業」が、奈良創生部門の信用金庫賞を受賞した。

本提案は、自身の出身地である「宇陀市」にある廃校「奈良カエデ
の郷ひらら」を活用し、教室をリノベーションしたゲストハウスや
ワーケーションを展開するビジネスモデルとなっている。
ワーケーションとは、ワーク＆バケーションを合わせた造語で、
「休暇を兼ねてリモートワークを行う労働形態」のことをいう。政府
も推進する「働き方改革」の中で、注目を浴びつつある提案内容で
あった。
もともと「奈良カエデの郷ひらら」は、2006年に廃校となった後、
2013年に自信の父も含むNPO法人を立ち上げ、運営がスタートした。
当初は、知名度が高くなく、山奥のレンタルスペースを借りる人はあ
まり多くなかったという。しかしながら、レンタルスペース会社との
連携を強化したところ、問い合わせが急増し、今では年間200件の貸し
出し相談がくるほどの人気スポットとなった。問い合わせ内容も多岐
にわたり、コスプレーヤーの撮影場所や、企業のイベント活用など、
木のぬくもりやノスタルジックな雰囲気が、利用者の心をしっかりと
つかんでいる。
ビジコン奈良では、さらなる事業展開として、ゲストハウスとワー
ケーション事業を提案し、見事「信用金庫賞」を受賞した。
今回なぜ、新たな事業展開を提案したのか、その背景には、政府が
図表24：ビジコン奈良2019 平岡氏資料
働き方改革を推進するだけではない、ある想いがあるという。
「奈良の創生」、つまり奈良から世界へ、世界から奈良へ人材を育
ビジコン奈良2019 決勝 信用金庫賞（奈良創生部門）
むエコシステムをつくっていきたい、という平岡氏の想いである。奈
廃校の木造校舎を活用した 「ワーケーション」事業
良県は、県外就職率が全国１位である。せっかくいい人材を奈良県が
育てても、県外で働き、奈良県に戻ってこないという危機意識がある。
事業創造アクセラレーター01Booster メンバー
平岡氏自身も、東京を拠点に全国の新規事業をサポートするアクセラ
平岡 仁志氏
レーターであるが故に、故郷奈良で何か事業創造できないか、という
奈良県宇陀市菟田野出身
ことから今回の発表につながった。
自動車、金融、医療関係と異業種を渡り歩き、
ビジコン奈良で、こういったアイデアが賞をとることからも新たな
現在は、新規事業をサポートする会社に参画
民泊形態のヒントになると考えられる。
写真12:平岡 仁志氏
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参考例「世界初のコミュニティハウス『吉野杉の家』」
●Airbnbと建築家がコラボし、誕生した「吉野杉の家」

奈良・御所
魅力民泊

●建築以上の家をめざし世界初のコミュニティハウスを志向する
Airbnbの世界観がつまった家が、奈良・吉野にある。
「吉野杉の家」は、世界初のコミュニティハウスを志向し、建築家
の長谷川豪氏とAirbnb共同創業者ジョー・ゲビアのコラボレーション
により誕生した。
テクノロジーとコミュニティ主導のデザイン、そして地元の伝統文
化の融合という新しい関係づくりに挑戦している世界初のプロジェク
ト物件である。
１階を地域に解放したコミュニティスペース、２階を宿泊部屋とし、
ゲストと地元の人とがともに経験を共有できるという。収益の一部を
コミュニティ基金とし、文化的な遺産を守る資金へと充てる点もユ
ニークである。
2017年春のオープンから約1年で、ゲストは32カ国346人に登り、
その多くは日本全国からの国内旅行者であったという。
●この小さな建物が、こんなにも大きな影響力を持つようになる

写真13：吉野杉の家
出所：https://www.yoshinocedarhouse.jp/
●世界初のコミュニティハウス「吉野杉の家」
建築家の長谷川豪とAirbnb共同創業者ジョー・ゲビアのコラボレー
ションにより、奈良県の吉野町に建設
長谷川豪氏
2002年 東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻修士課程を修
了。現在はハーバード大学デザイン大学院で教鞭

宿泊者以外にも多くの日帰り旅行者が吉野を訪れるきっかけとなり、
メディアの取材が増えるにつれ、まちの工匠にもスポットがあたり、
閑散期の観光も活性化したという。また、記録的な台風で建物が浸水
した際、コミュニティ関わる人々が集結し、被害の復旧を行い、ホス
ティングを再開したエピソードも生まれた。
はじめて１年、 「吉野杉の家」の事例は、日本だけでなく世界に発
信できる地域経済の活性化の成功例として、多くのヒントを発信して
いる。
＜吉野杉の家＞
https://www.yoshinocedarhouse.jp/
639-3113
奈良県吉野郡吉野町飯貝624
吉野杉の家
近鉄線「大和上市駅」
写真左：「日の出の部屋」、写真右：「日の入りの部屋」
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Ⅵ．まとめ
●民泊の果たす役割

●改めて、民泊とは何か
「訪日外国人観光客増加における宿泊施設不足への対策」
「地方の空き家活用」「シェアリングエコノミー」

観光
資源
民泊

観光
資源

観光
資源

図表25：目的地としての民泊

観光
資源
民泊

観光
資源

図表26：まちの入口としての民泊

観光
資源

民泊を取り巻く議論はこれらを中心としているが、それらはある問題や
背景（目的）に対する手段としての議論のように思われる。今回の我々の
調査での言葉で表すとコーゼーション起点、すなわち、民泊市場を整備す
ることが一つのゴールとされているのではないだろうか。その結果、観光
客の視点では、民泊は旅の目的地の一つと位置付けられることとなってい
る。これでは、せっかくそのまちを訪れたしても、隠れた観光資源を見つ
けることは難しく、民泊の価値は宿泊のみに限定される。
しかし、我々は民泊という手段をスタートとしたエフェクチュエーショ
ンにより、民泊をまちの入口として位置付けることが、民泊の新たな可能
性を生み出す糸口ではないか考えるようになった。特に地方においては、
日常型にしても非日常型にしても、民泊施設の魅力を軸にした施設が多く、
観光客は旅前に”目的地として”民泊を選択する。実はこの時点で民泊をきっ
かけとして、観光客が普段では知ることもなかったそのまちを訪れること
が決まり、民泊は知らずのうちにまちの入口として機能したこととなる。
そのため、受け入れるまちの側が、民泊という入口を通ってきたお客様に、
地域の魅力を正しく伝えることができるかどうかが、民泊成功のカギを
握っているのではないだろうか。
その旅を特別なものにするためにはどうすればよいのか。今回のプロト
タイプを経て感じたことは、ありきたりだが”期待を越える体験”だ。それは、
協力いただいた社会人留学生の「訪れた場所で受けたおもてなしに感動し
たことが一番の思い出」という声を聞いたことで再認識した。ただし、そ
れぞれの場所のそれぞれのおもてなしに期待するだけでは再現性は乏しい。
やはり、地域一体としておもてなしを行う仕組みが必要ではないだろうか。
今回のまちごとリフレームはそういった視点で生まれた提言である。
「まちが一体となったおもてなし」これは地方創生において定番となっ
ている言葉である。民泊が飛び道具のようにすべてを解決してくれること
は決してなく、課題に対して過去からなされてきた議論にどのようにして
組み合わせていくのかが重要だと改めて感じながら、今回の調査の結びと
させていただきます。
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参考文献、ホームページ
【奈良県内の民泊について】
◆奈良県
住宅宿泊事業（民泊）について
http://www.pref.nara.jp/49371.htm
◆奈良市
住宅宿泊事業について
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1519294472009/index.
html
【参考文献】
◆平成30年版 観光白書
国土交通省 観光庁
◆観光ビジネス未来白書
観光ビジネス研究会 加藤 弘治 編著 同友館
◆Effectual Entrepreneurship
Stuart Read (著), Saras Sarasvathy (著),
Nick Dew (著), Robert Wiltbank (著)
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【参考ホームページ】
◆御所市観光ガイド
http://www.city.gose.nara.jp/kankou/
◆民泊制度ポータルサイト 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
◆吉野杉の家
https://www.yoshinocedarhouse.jp/
◆エフェクチュエーション
https://www.effectuation.org/
◆NIPPONIA
http://nipponiastay.jp/
◆ADDress
https://address.love/
◆MINPAKU.Biz（民泊ビズ）
https://min-paku.biz/data

◆ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書
アレックス・オスターワルダー 著 翔泳社

◆Airbnb
https://www.airbnb.jp/

◆バリュー・プロポジション・デザイン
顧客が欲しがる製品やサービスを創る
アレックス・オスターワルダー 著 翔泳社

◆スペースマーケット（スペースマーケットSTAY）
https://www.spacemarket.com/
◆トリップアドバイザー
https://www.tripadvisor.jp/
◆ならまち糞虫館
https://www.hunchukan.jp/
◆一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会
http://www.bmia.or.jp/

36

ご協力いただいた方々
＜訪問させていただいたお店＞
◆東川酒店
奈良県御所市西町121-1
0745-62-2335

＜名所旧跡など＞
◆九品寺

◆さんろくのおうち
奈良県御所市増606
080-4010-3600

◆名柄地区

◆古民家 勝右衛門（かつえもん）
奈良県御所市今住166
0745-67-0548

◆国見山神社

◆モリソン万年筆&カフェ
奈良県御所市西町１０６９
0745-63-1881

◆神武天皇社

◆郵便名柄館 Tegami Café
奈良県御所市名柄326-1
0745-60-8386

◆恵比須神社

◆片上醤油
奈良県御所市森脇３２９
0745-66-0033
◆梅本とうふ店
奈良県御所市名柄53-3
0745-66-0007

◆一言主神社

◆ごせまち

◆吉祥草寺

◆ホウマ神社（嗛間（ホホマ）神社）

奈良・御所
魅力民泊

＜Special thanks!＞
・恵比寿神社でふるまい酒で迎えていただいた
みなさま
・御所市内でいろいろと教えていただいた
みなさま
・奈良市内でインタビューに応えていただいた
訪日観光客
・今回の調査にご協力いただいた社会人留学生
のみなさま
張 暁雪（ちょう ぎょうせつ）さん
周 怡怡 （しゅう いい)さん
臧 亜倫（ぞう ありん)さん

＜利用した交通機関＞
◆近鉄電車
◆JR西日本
◆コミュニティバス「ひまわり号」

◆株式会社三光丸
奈良県御所市今住７００−１
0745-67-0003

※写真はすべてプロトタイプツアーにて撮影

37

執筆者
氏名

長 雅規
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所属

・中小企業診断士
・MBA（兵庫県立大学大学院）
・NARA EGG インキュベーション事業
・大阪市地域公共人材

主な活動

登録専門家

ブレイクスルー思考法であるTOC考え方を活用して、営利・非営利を問わず組織
やひとりひとりの個人が、自らの限界を乗り越えて、それぞれの目標や夢を実現
するためのチャレンジを支援している。現在、自らもブレイクスルーを起こすべ
く英会話の勉強に奮闘中。

岩井 秀之

・Bizサポートコンサルティング代表
・社会保険労務士
・中小企業診断士
・情報処理技術者

働き方改革推進支援センターのアドバイザーとして、中小企業・小規模事業者等
の働き方改革対応の支援、働き方改革に関するセミナー開催などを行っている。
その他、業務効率化のためのクラウド導入支援や人手不足に悩む事業主への各種
提案なども行っている。

駒井 宏充

・中小企業診断士
・ガス主任技術者乙種 ・高圧ガス販売主任者
・第一種衛生管理者
・ビジネス実務法務3級
・大阪ガス株式会社

大阪ガスでは主に営業畑を歩み、グループ企業の経営指導・MOTの営業・ベン
チャー企業の社長補佐等を歴任。直近ではこれらの営業経験を生かしグループ企
業の営業マン育成業務に従事。最近首都圏に設立した電気・ガス販売会社の営業
支援も担当。

・奈良県よろず支援拠点コーディネーター
・中小企業基盤整備機構経営支援アドバイザー
・中小企業診断士
・ならまち糞虫館館長

1964年生まれ。26年間金融機関で法人融資・審査、事業再生、財務改善、震災
復興支援等に従事。これまでのノウハウ･経験を奈良の地元企業に還元するため、
常に“寄り添う気持ち”で経営支援に取り組む。「ならまち糞虫館」の館長。

・株式会社リクルートスタッフィング
・中小企業診断士
・第二種衛生管理者
・心理カウンセラー

所属している株式会社リクルートスタッフィングでは、社員の生産性向上に関す
る複数のプロジェクトを企画推進するほか、データディレクションも行う。並行
して、中小企業診断士としても開業し、中小企業の経営相談等を行っている。２
児の母。

・MBA（グロービス経営大学院）
・中小企業診断士
・シャープ株式会社

シャープ株式会社にて経理部-連結経営管理として中期経営計画の策定や戦略実
行段階における予実管理・経営管理プロセスの設計、新規事業の会計設計などを
担当。2018年3月に卒業したグロービス経営大学院では、特にM&Aファイナン
スに力を入れた。

・BMIA認定ジュニアコンサルタント
・中小企業診断士
・西日本電信電話株式会社
・01Booster Mentor

ビジネスモデルキャンバスを使って、アイデア創造や既存事業の再構築などを考
える。奈良のイベント制作ボランティア活動に参画し、「楽しいこと」から街を
元気にすることを模索している。トレイルランやフットサルを趣味とするスポー
ツ系診断士。

中村

梶

永田

上野

圭一

純子

拓也

浩二
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エピローグ（編集後記）
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今回は２月９日に、プロトタイプツアーを実施した。ある程度予想はし
ていたものの、天候はみぞれ交じりの雪模様という非常に厳しいコンディ
ションからのスタートとなった。
メンバーの一人である、駒井診断士のメモには、「10:15 コミュニ
ティバス「ひまわり号」に乗車。社内はほぼ満席で熱気むんむん。だが、
途中から窓の外に白いものがちらちらと、寒そう・・・」とあり、波乱の
幕開けを予感させた。
ツアー自体は、スケジュール通りに進んでいくのだが、「バスを降りる
と本格的に雪が降っており、傘をさしての歩行となる。」「晴れていれば
さぞ素晴らしい景色であろうと思われる。」と、メモは続く。「九品寺か
ら一言主神社のあたりは、雪中行となった。郵便名柄館で昼食をとる頃に
やっと、雪も収まってきた。」
午後は虹も出て、午前中とは打って変わって天候も回復した。御所の恵
比寿神社は、旧暦のお正月に初戎に行うため、当日はふるまい酒を行って
いた。調査に協力してくれてた社会人留学生は、中国出身であったため、
ちょうど春節を祝ういい機会となった。
後に、惜しくもご逝去された作家の堺屋太一先生も設立に協力した郵便
名柄館、一言主神社のご利益か見事ＪＲＡに合格した藤井 勘一郎騎手など、
たまたま御所を調査対象に選んだにしては、出来すぎな出来事が続いた。
御所には、澄んだ水を背景に、豆腐や醤油、日本酒など、素晴らしいう
まいもんがある。また、神話の時代からのエピソードや役行者生誕地など、
面白い話に事欠かない。さらには交通の要所として、商都としても栄え、
薬などの産業も発達してきた。
また御所には、昔から客人や旅人をもてなす文化が根付いていたという。
そのことが、芸術家や文豪、あるいはひょっとしたら歴史的な偉人たちも、
御所という町で育んできたのかもしれない。
その過去からつながる土地のもつＤＮＡのようなものがあれば、今の時
代も積極的に国内外から人を惹きつけ、交わり、新たなものを生み出す、
そんな土地になれるのではないか、と考えた。
今回の調査も、ひょっとしたらヨソモノが言う単なる戯言に過ぎないの
かもしれない。しかしながら、偶然とは思えない見えない力が働き、今回
こうして筆をとっている気がしてならない。
そんな素敵でドラマに満ちた、エフェクチュエーションな調査研究で
あった。

※写真はすべてプロトタイプツアーにて撮影
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