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はじめに 
 

観光に関する投資の活性化は、観光交流人口の増大等に大きく貢献する。このため、

近年、観光分野における内外の投資に大きな関心が寄せられてきているが、製造業の投

資と異なり、観光分野の投資についての事例研究や分析は、従来あまり行われてきてい

ないところである。 
本調査は、世界における観光投資に関する現状やニーズ、国内におけるホテル・旅館、

スキー場・ゴルフ場等の投資事例、国内の代表的観光地における観光投資・開発の事例、

海外における観光分野の投資事例、UNWTO（国連世界観光機関）等の投資に関する議

論の状況等の調査・分析を行い、今後の観光交流拡大に（相乗）効果ある観光投資促進

のあり方等について検討することを目的として行った。検討にあたっては、下記の委員

から構成される「観光投資研究会」を設置し、ご議論をいただいた。 
本報告書の発刊にあたり、ここに厚く感謝の意を表する次第である。 
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Ⅰ．我が国における最近の観光投資のマクロ動向 

 
１．観光投資を捉える枠組み 
 
１）観光投資の形態 

 
本研究における観光投資の流れ（外資・内資×国内・外国）を捉える枠組みは、次の

ように整理できる。このうち、主な研究対象は、「アウト・イン投資」と「イン・イン

投資」とする。 
① アウト・イン投資（外内投資）→外資が日本国内に投資 
② イン・イン投資（内内投資） →内資（日系企業）が日本国内に投資 
③ イン・アウト投資（内外投資）→内資が外国に投資 
④ アウト・アウト投資（外外投資）→外資が外国に投資 
 
 

２）観光投資の対象分野 
 
最近の観光集客分野における「アウト・イン投資」及び「イン・イン投資」の対象施

設をみると、以下の施設が多くなっている。これらを本研究の対象とする。 
① 施設系：ホテル・旅館、ゴルフ場、温泉（スパ）施設、コンドミニアム、クル

ーズ船 等 
② 面開発系：リゾート、スキー場、テーマパーク 
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２．国内における観光投資の潮流 
 

最近国内では、観光分野における外資によるアウト・イン型投資や、内資によるイン・

イン型投資の事例が増えている。それらの投資形態は、たとえば、以下のように多様化し

ている。 
第一は、私募ファンド、J-REIT、開発型証券化手法等の高度な金融システムや事業シス

テムを活用した既存の観光関連不動産への投資である。これは、一般投資家からの資金調

達、資金運用・事業運営、リターン獲得・分配等を、観光分野の不動産に対して効率的・

効果的に行うものである。対象としては、国内ホテル、リゾート施設やゴルフ場などが中

心である。 
第二は、地方における温泉ホテル・旅館や観光集客施設の事業再生へ向けた投資である。

観光産業は地域において基幹産業であることが多く、観光産業の再生が地域活性化に直結

することから、地域の有力企業や金融機関等の協力のもとに地域観光産業の再生に取り組

む例が増えている。 
第三は、日本の観光ポテンシャルに着眼した新規の観光開発投資である。アジア諸国の

所得増大に伴う海外観光需要の拡大、訪日外国人観光客誘致のプロモーション効果などに

より、東アジア等からの訪日外国人客が増加している。こうした日本の観光地としてのポ

テンシャルの上昇をビジネス機会と捉え、外資による観光関連の新規開発投資の事例もみ

られるようになってきている。 
 
 
３．観光事業分野別の投資の動向 
 
１）ホテル＆リゾート投資の動向 
  
（１）アウト・イン型投資 

2000 年以降における、外資系企業・ファンドによる国内ホテル・リゾート施設の買

収案件の代表的事例は図表 1 のように整理される。「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」が公表された 03 年頃から外資系企業・ファンドによる買収件数が顕著

に増加しており、減損会計の導入によりホテル経営の見直しが進展していることがわ

かる。ホテル＆リゾート投資は、直近では年間 1,000 億から 2,000 億円程度にとどま

っているが、関係者の中ではその潜在性は大きいと見られている。 
 

（２）イン・イン型投資 

一方で、国内企業（ファンド）による、国内ホテル・リゾート施設の買収案件の代

表的事例は図表 2 のように整理される。外資系投資銀行・投資ファンドに遅れをとっ

ていた日系金融機関・投資ファンドであるが、外資系投資銀行・投資ファンドの成功

事例が積みあがり投資物件としてのホテル・リゾート施設への評価が高まったことを
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受け、同分野への投資を活発化させている。 
また、イン・イン投資の特徴の一つとして、星野リゾートグループや加森観光グル

ープなど、経営面・運営面で独自の高いノウハウを有するホテル事業者が経営破たん

したホテル・リゾート施設を買収するケースが散見される。これらの企業は国際チェ

ーンのように、広範な顧客基盤を持つわけではないが、豊富な国内事業経験と実績を

背景に、投資を拡大させる傾向にある。 
 

図表Ⅰ－１ ホテル＆リゾート事業のアウト・イン型投資の代表事例 

買い主 ホテル名 所在地 売買日

リーガロイヤルホテル成田 千葉県 2001年1月
京都ロイヤルホテル＆スパ 京都府 2001年3月
大阪なんばワシントンホテルプラザ 大阪府 2003年7月
ホテルバーデン六本木 東京都 2004年3月
インターナショナルガーデンホテル成田 千葉県 2004年9月
鹿児島東急ホテル 鹿児島県 2004年10月
マルコーイン東京 東京都 2004年11月
シャンピアホテル赤坂 東京都 2004年12月
大津シャンピアホテル 滋賀県 2004年12月
シャンピアホテル防府 山口県 2004年12月
沖縄不二ホテル 沖縄県 2004年12月
ホテルライオンズプラザ名古屋 愛知県 2005年3月
ヒルトン小樽 北海道 2005年5月
サンルート赤坂 東京都 2005年12月
ホテル成田エアポートワシントンホテル 千葉県 2006年1月
八王子プラザホテル 東京都 2006年2月
サンマリーナホテル 沖縄県 2006年2月
ココガーデンリゾートオキナワ 沖縄県 2006年
ルネッサンスリゾートオキナワ 沖縄県 2006年
新神戸オリエンタルホテル 千葉県 2003年2月
神戸メリケンパークオリエンタルホテル 兵庫県 2003年2月
なんばオリエンタルホテル 大阪府 2003年2月
ホテルセントラーザ博多 福岡県 2003年2月
ホテル日航アリビラ 沖縄県 2003年4月
古牧温泉渋沢公園 青森県
いずみ荘 静岡県 2005年1月
広島ワシントンホテルプラザ 広島県 2006年3月
チサンポートフォリオ（23物件） － 2003年
ホテル日航豊橋 愛知県 2003年4月
ホリデイイン京都 虚と腑 2003年4月
トーヨーホテル 北海道 2004年1月
シェラトンホテル札幌 北海道 2004年1月
旭川パレスホテル 北海道 2004年1月
長崎ビューホテル 長崎県 2004年11月
ホテルシップビクトリア 長崎県 2004年11月
神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ 兵庫県 2005年4月
石垣グランドホテル 沖縄県 2005年8月
沖縄マリオットリゾート・かりゆしビーチ 沖縄県 2006年3月
ホテルイルモンテ 大阪府 2003年8月
新神戸オリエンタルホテル 兵庫県 2004年2月
東洋ホテル 大阪府 2004年9月
ホテルルートイン五反田 東京都 2004年9月
ホテルサンフラワー札幌 北海道 2004年9月
ウェスティンホテル東京 東京都 2004年11月
京都国際ホテル 京都府 2004年11月
京都パークホテル 京都府 2004年12月

リーマンブラザーズ系 東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート 沖縄県
リップルウッド フェニックスシーガイアリゾート 宮崎県 2001年6月
AIG ホテルオークラ神戸 兵庫県 2002年4月
コロニーキャピタル シーホークホテル＆リゾートおよび福岡ドーム 福岡県 2004年3月

ゴールドマン・サックス系

ローンスター系

モルガン・スタンレー系

イシン・ホテルズ・グループ

 

（出所）雑誌記事・新聞等の公開資料をもとに野村総研作成 
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図表Ⅰ－２ ホテル＆リゾート事業のイン・イン型投資の代表事例 

買い主 ホテル名 所在地 売買日

リゾナーレ小淵沢 山梨県 2001年

アルツ磐梯 福島県 2003年

アルファリゾート・トマム 北海道 2004年

白銀屋 石川県 2005年3月

サホロリゾート 北海道 2001年6月

オリカゴルフ＆ホテルリゾート 北海道 2006年9月

新宿ワシントンホテル 東京都 2003年12月

新大阪ワシントンホテルプラザ 大阪府 2004年11月

東横イン品川駅高輪口 東京都 2005年2月

アセット・マネージャーズ いばらき京都ホテル 大阪府 2004年3月

サンマリーナホテル 北海道 2004年4月

ザ・ハミルトン札幌 北海道 2004年4月

リプラス ホテル海洋 東京都 2005年5月

ダヴィンチ・リアルティ 博多シティホテル 福岡県 2005年6月

スーパーホテル大阪天王寺 大阪府 2005年7月

スーパーホテル京都烏丸五条 京都府 2005年7月

キャピタルアドバイザーズ 大分東洋ホテル 大分県 2005年12月

リサ・パートナーズ ホテルアローレ 石川県 2006年2月

オリックス サンルートプラザ東京 千葉県 2002年4月

オリックス・リアルエステート 大月ホテル 静岡県 2005年12月

ダイヤモンドホテル 東京都 2004年3月

大阪東急ホテル 大阪府 2005年3月

アーバン・アセットマネジメント マリブホテル 沖縄県 2005年3月

ディックスクロキ ハイパーホテル赤坂 福岡県 2004年5月

エリアリンク 長崎プリンスホテル 長崎県 2005年4月

仙台ホテル 宮城県 2005年6月

ホテルサンガーデン日立 茨城県 2005年6月

ホテルサンガーデン姫路 兵庫県 2005年6月

三井ガーデンホテル長野 長野県 2005年6月

ホテルアーサー札幌 北海道 2005年7月

ゼファー 東京第一ホテル福岡 福岡県 2005年8月

ユニファイド・パートナーズ 横浜プリンスホテル 神奈川県 2006年3月

星野リゾートグループ

加森観光グループ

ケン・コーポレーション

ユナイテッドアーバン投資法人

レーサムリサーチ

ジャパン・シングルレジデンス投
資法人

アーバンコーポレイション

 
 （出所）雑誌記事・新聞等の公開資料をもとに野村総研作成 
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２）ゴルフ場投資の動向 
 

（１）アウト・イン型投資 

90 年代後半に入ると、高度経済成長期からバブル期にかけて、全国各地で開発され

たゴルフ場の経営破綻が相次いだ。これを期に、米国投資銀行「ゴールドマン・サッ

クス」と米国投資ファンド「ローン・スターグループ」が破綻したゴルフ場を次々と

買収し、国内 2 大グループを形成した。これら外資の戦略は、集中購買導入等スケー

ルメリットを追及したコスト削減、ブランディングの推進、低価格のカジュアルなア

メリカ式ゴルフスタイルの導入などによって集客力を高めることである。 
また、外資による投資の場合、出口戦略も考慮されている。ゴールドマン・サック

ス系のゴルフ場運営子会社である、アコーディア・ゴルフと、ローン・スターグルー

プ系のパシフィック・ゴルフマネジメントは既に、東証一部上場という形式でエグジ

ット（出口）戦略を果たしている。 
一方、最近ではエイチジェイグループや財閥系ハンファグループ等の韓国資本が、

国内富裕層の台頭、ウォン高、国内ゴルフコースの少なさ等を背景に、日本のゴルフ

場への投資（買収）を行うケースが増えている。2005 年現在で、日本国内で 19 コー

スを買収したと推測される。 
    
（２）イン・イン型投資 

以上のように外資に先行されていた国内ゴルフ場投資であるが、最近では国内企業

の積極的なゴルフ場投資も目だってきており、外資との競合が激しくなってきている。

その背景としては、法的整理件数の増大によりゴルフ場投資案件が多いこと、投資対

象としてのゴルフ場の認知度が高まっていることなどがあげられる。 
特に最近の投資戦略としては、単体のゴルフ場運営のみならず、ゴルフ場付きホテ

ル・リゾートの開発、会員ビジネスの展開などにより、投資の高付加価値化を狙うと

いった動きもみられる。 
 
図表Ⅰ－３ 国内のゴルフ場保有企業グループ上位 10 の状況（2006 年 3 月末） 

グループ名 保有コース数 対前年増加数 
ローン・スターグループ 94 16 
ゴールドマン・サックスグループ 94 9 
西武グループ 46 0 
東急グループ 29 5 
市川造園グループ 21 1 
太平洋グループ 18 0 
オリックスグループ 16 6 
ユニマット・グループ 16 4 
富士カントリーグループ 12 -8 
リゾートソリューション 12 -4 

（出所）「2006 年ゴルフ場企業グループ＆系列」一季出版 
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３）スキー場投資の動向 
 
国内スキー場の投資については、上記のホテル＆リゾート、ゴルフ場に比較して、

圧倒的にアウト・イン型投資が少ない。その理由としては、外資ファンド等にとって

投資額（規模）が小さすぎること、事業上の出口戦略（リノベーションやコンバージ

ョンで価値を上げた後に売却するなど）が描けないことである。 
しかしながら今後は、単体スキー場の経営だけではなく、スキーエリア全体のマネ

ジメント需要が出てくるとともに、世界的なスキー場経営の専門オペレーション会社

の参入、国内オペレーターの成長（加森観光、鈴木総本社、星野リゾート等）を契機

として、外資・内資を問わず、新しい事業/金融スキームによるスキー場投資が増えて

いく可能性は高い。 
特に、国内の代表的なスキーリゾート地である北海道においては、主要スキー場間

の連携不足や、世界に対する共同広報・プロモーションの不足等が認識されており、

地域全体でのスキー場資産（アセット）の効率的・効果的なマネジメントの展開が大

きな課題となっている。 
 
 

図表Ⅰ－４ スキー場事業投資の代表事例 
買主 親会社 対象スキー場 所在地 旧所有企業 買収時期

日本ハーモニー・リゾート （オーストラリア資本） ニセコひらふ花園スキー場 北海道虻田郡 東急不動産 2004年8月

パインリッジリゾート - 神立高原スキー場 新潟県南魚沼郡 東急リゾートサービス 2004年8月

アパグループ - 妙高パインバレー 新潟県妙高市 松下興産 2005年7月

ＯＰＥパートナーズ オリックスグループ 川場スキー場 群馬県利根郡 斑尾高原開発 2005年9月

ダウィンチ・アドバイザーズ - 斑尾高原スキー場 長野県飯山市 斑尾高原開発 2005年9月

ユニファイド・パートナーズ 野村グループ 竜王スキーパーク 長野県山ノ内町 地元資本 2005年11月

スノーマジックエンターテイメントジャパン - 伊吹山スキー場 滋賀県米原市 近江鉄道 2005年11月

プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン シティグループ グループ所有の12スキー場 全国 プリンスホテル 2006年7月

日本スキー場開発 日本駐車場開発 サンアルピナ鹿島槍スキー場 長野県大町市 信学会（予備校運営） 2006年9月

ジェイ・マウンテンズ・グループ オリックスグループ ヘブンスそのはら 長野県阿智村 吉川建設子会社 2006年11月  
（出所）雑誌記事・新聞等の公開資料をもとに野村総研作成 
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４．観光投資の事業スキーム 
 
１）観光投資事業のプレーヤー 

 
「観光不動産流動化ビジネス型投資」及び「観光事業再生・不良債権処理型投資」を

問わず、国内の観光投資を担っているプレーヤーは、以下のように多様化している。 
その中で特に、資金調達と運用を担う「投資銀行、ファンド」、プロフェッショナル

な事業運営を担う「専門事業オペレーター」がキープレーヤーとして重要となっている。 
 
（１）外資系プレーヤー 

①投資家、資金調達・運用者 

【投資銀行】 
・ ゴールドマン・サックスグループ、モルガン・スタンレーグループ、リー

マン・ブラザーズグループ 等 
【投資ファンド】 

・ イシン・ホテル・グループ、ローン・スターグループ、リップルウッド、

コロニー・キャピタル、日本ハーモニーリゾート 等 
【企業グループ】 

・ 韓国産業洋行グループ、韓国ハンファグループ 
②専門事業オペレーター 

【ホテル運営】 
・ マリオット・インターナショナル・インク、スターウッド・ホテル＆リゾ

ート・ワールドワイド、ハイアット・ホテル＆リゾート、ヒルトン・イン

ターナショナル・インク、フォーシーズンズ・ホテル＆リゾート、マンダ

リン・オリエンタル・ホテルグループ、ペニンシュラ・ホテルズ、ラッフ

ルズ・インターナショナル・ホテル＆リゾーツ 等 
【ゴルフ場運営】 

・ アコーディア・ゴルフ（ゴールドマン・サックス系子会社） 
・ パシフィック・ゴルフマネジメント（ローン・スター系子会社） 

 
（２）内資系（国内系）プレーヤー 

①投資家、資金調達・運用者 

【ファンド】 
・ 地域再生ファンド、企業再生ファンド 

【一般企業、金融機関】 
・ 既存事業者（旅館経営者等） 
・ 地方金融機関 
・ 不動産会社（森トラストグループ等） 
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・ 不動産開発事業会社（アーバンコーポレーショングループ等） 
・ 一般企業グループ（オリックスグループ等） 

②アセットマネジメント 

【アセットマネジメント会社】 
・ アーバン・アセットマネジメント社、エアリンク社 

③専門事業オペレーター 

【ホテル運営会社】 
・ グリーン・ホテル・マネジメント、ホスピタリティネットワーク、ホテ

ルマネジメントインターナショナル 
・ 星野リゾート、JAL ホテルズ、東急ホテルズ 等 
・ リゾート・コンベンション企画 等 

【ゴルフ場運営会社】 
・ ジェイゴルフ、オリックス・G・M グループ、シャトレーゼグループ、

アーバンクラシック 等 
【スキー場運営会社】 

・ 加森観光、鈴木総本社、星野リゾート、東急リゾートサービス 等 
④事業再生支援 

【事業再生支援会社】 
・ リサ・パートナーズ 

 
 

２）観光投資事業の方式 
 
上記のプレーヤーにより展開される観光投資事業方式は、いくつかのタイプに類型化

される。いずれのタイプにも共通する特徴は、プレーヤー間における専門分野と役割分

担が明確になっており、各プレーヤーの「連携」により事業が進められることである。 
特に近年は、高度な金融システムと事業システムの組み合わせで展開されるケースが

多く、専門特化したプレーヤーの連携が極めて重要になっている。 
ホテル＆リゾート事業を対象とした代表的な事業方式を示すと以下のとおりである。 

 
（１）所有直営方式 

土地、建物を所有し、ホテル等の運営も、外資系企業・ファンドの子会社であるホ

テル経営企業が担当する事業方式。ホテルビジネスへの進出を目的に、外資系企業・

ファンドが日系企業からホテル事業を買収した場合は所有直営方式を選択するのが一

般的である。また、“Mid-price”、“Economy”といった比較的安価な施設を買収した

場合は、外資系企業（ファンド）のホテル経営子会社が直接運営することもある。 
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図表Ⅰ－５ 所有直営方式 

日系企業

施設

売却

所有

運営

外資系投資銀行
外資系ファンド

ホテル経営子会社

 
（出所）野村総研作成 
 
 

（２）FC 方式（フランチャイズ） 
外資系投資銀行・外資系ファンドが、日系企業からホテル事業を買収し、傘下のホ

テル運営会社が運営を行う。その上で、海外や国内の有名ブランドを持つホテルチュ

ーンに加盟し、ブランド名使用権やノウハウの提供を受けるとともに、ホテルチェー

ンの顧客基盤を活用する方式。所有直営方式と同様に、ホテルビジネスへの進出を目

的とした事業方式である。 
 

図表Ⅰ－６ FC 方式 

日系企業

ホテル事業者施設

売却

所有

運営

運営委託

運営

外資系投資銀行
外資系ファンド

ホテル経営子会社

 
（出所）野村総研作成 
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（３）管理運営受託方式 
外資系投資銀行・外資系ファンドが、日系企業からホテル事業を買収。国際ホテル

チェーンや国内ホテル事業者等と、買収した施設の運営委託を結び、経営・調達の効

率化による経営改善を目指す。所有と運営が完全に分離された方式で、近年の外資系

企業によるホテル買収で多く見られる事業方式。 
エグジット（出口）としては、経営が健全化した事業を長期間保有し、事業利益の

一部を投資リターンとして受取るケースと、経営健全化により投資対象としての価値

が高まった事業を REIT 等に売却し、キャピタルゲインを得るケースがある。なお、

REIT 等へ売却した後も、運営会社との運営委託契約は継続される。 
 

図表Ⅰ－７ 管理運営受託方式 

日系企業

ホテル事業者施設

売却

所有

運営委託

運営

外資系投資銀行
外資系ファンド

ホテル経営子会社

 
 
 

図表Ⅰ－８ REIT 等への転売後の事業スキーム 

日系企業

ホテル事業者施設

売却

運営委託

運営

ＲＥＩＴ等

一定期間後に売却

所有

投資家

（運営委託）

売却代金
出資

外資系投資銀行
外資系ファンド

ホテル経営子会社

 

 
（出所）野村総研作成 
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Ⅱ．我が国の観光投資事例分析 

 
１．ケーススタディ対象とする観光投資事例の抽出 
 
我が国における 近の観光投資事例（新規開発、事業再生）は、以下のとおりである。

「新規開発型投資」のケーススタディ対象地域として、オーストラリア資本による投資が

進む「北海道ニセコひらふ地域」、国内外の資本による投資が活発化している「沖縄県」、

韓国資本の投資が進む「長崎県」をとりあげる。また、「事業再生型投資」の対象事例とし

て温泉旅館再生、観光地事業再生等をとりあげる。 
 

図表Ⅱ－１ 我が国における 近の観光投資事例（新規開発、事業再生） 
目　的 投資先 投資内容

投資会社、不動産開発会社等
　（特定目的会社ＳＰＣ設立）

北海道ニセコ 複合開発（リゾートマンション、コンドミニアム、モール、温泉等）

不動産開発会社
　（日本ハーモニーリゾート）

北海道ニセコ スキー場買収と大規模リゾートタウン開発

韓国コングロマリット
　（大亜グループ）

長崎県対馬市
韓国観光客を狙ったホテル建設
　「対馬大亜ホテル」

シンガポールスパ運営会社
　（パンヤツリーホテルズ）

宮崎
ホテル内のスパ施設開業
　「フェニックス・シーガイア・リゾート）

高級ホテルチェーン 東京
相対的に少ない超高級ホテルの建設
　「シャングリ・ラ東京」、「ザ・ペニンシュラ東京」等

ファンド、投資銀行 沖縄
ホテルの新規開発
　（例：ローンスターグループが那覇市内にブランドホテル建設）

高級ホテルチェーン 東京
相対的に少ない超高級ホテルの建設
　「ザ・リッツカールトン東京」等

中堅ディベロッパー
　（都市デザインシステム）

沖縄本島
高級リゾート施設開発（ホテル、ヴｲラ、ゴルフ場）
　　「瀬底ビーチ開発」

中堅ディベロッパー
　（ゼファー）

沖縄石垣島
移住用住宅開発
　　「石垣島名蔵住宅開発プロジェクト」

中堅ディベロッパー
　（ゼファー）

沖縄本島
コンドミニアム・ホテル開発
　　「恩納村冨着コンドミニアム・ホテルプロジェクト」

個人（経営者等） 軽井沢 区画単位での別荘地購入

会員制リゾートクラブ運営会社
　（リゾートトラスト）

東京（お台場）
都市型高級会員制リゾート施設開発
　　「東京ベイコート倶楽部ホテル＆スパリゾート」

地元企業グループ
　（かりゆしグループ）

沖縄本島
大規模リゾート施設開発
　　「ザ・ガーデニアヒルズ・オキナワ（恩納村）」

不動産開発事業会社
　（アーバンコーポレイション）

北海道旭川市 旭山動物園人気を狙ったホテル建設計画

ディベロッパー等 北海道函館市
新幹線開業による観光客増を狙ったホテル建設
　　（リゾートホテル等多数）

電鉄会社
　（富士急行）

山梨県山中湖
新しいリゾート施設開発
　「ＰＩＣＡ山中湖ヴイレッジ」

ファンド、投資銀行
　（ローンスターグループ、イシ
ンホテルズグループ等）

沖縄
大規模有名ホテルの買収・リニューアル
　「オキナワマリオットリゾート＆スパ」等多数

ファンド、投資銀行
　（ローンスターグループ、イシ
ンホテルズグループ等）

全国主要都市
地方中枢・中核都市の高級ビジネスホテルの買収・リニューアル
　事例多数

ファンド、投資銀行
　（ローンスターグループ、ゴー
ルドマンサックスグループ等）

全国
法的整理対象ゴルフ場の買収
　　事例多数

九州
韓国ゴルフ・観光客を狙ったゴルフ場・ホテル買収・リニューアル
　「ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ」、「コラソンホテル」等

福島県 韓国ゴルフ・観光客を狙ったゴルフ場買収

ファンド
　（地銀+政投銀等）

地方温泉地
老舗温泉旅館の再生
　「会津東山温泉3旅館再生」、「長崎県雲仙温泉4旅館再生」等
多数

リゾート開発会社
　（星野リゾート等）

地方リゾート地
リゾートホテル等の再建
　「リゾナーレ小淵沢」等

不動産会社、不動産ファンド 全国 法的整理対象ゴルフ場の買収

不動産事業会社
　（リビエラコーポレーション）

逗子市
逗子マリーナの再生（ブライダル事業を核としたリニューアル）
　「リビエラリゾート施設」

１．新規開発

2.事業再生
（既存物件買収⇒再
生）

米国資本

アジア資本

国内資本

主　体

韓国資本

国内資本

米国資本

アジア資本

豪州資本
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２．北海道ニセコひらふ地域における観光投資の現状と課題 
 
１）観光投資の現状 
 
（１）対象地域 

ニセコひらふ地域は、倶知安町（人口約 16,000 人）の中の山岳部に広がる地域であ

り、町の中心市街地からはかなり離れた位置にある。同地域では、2002 年頃から、オー

ストラリアを中心とする外国からのスキー客・観光客及び居住者が増加し、日本人客の

増加とも相まって、国際色豊かなリゾートタウンとして活況を呈している。 
ニセコひらふ地域は、次の 4 地区から構成される。 
○Center Village 地区（旧 A 地区）：スキー場に も近い地区。ホテル、コンドミ

ニアム、飲食店、店舗が集積するニセコひらふ地域の中心地区。 
○B 地区：ペンションビレッジと呼ばれペンションが集積。 近は旧ペンションが

外国資本に売却され、コンドミニアムに建て替わるケースが増えている。 
○泉郷地区：地元のディベロッパーが古くから開発していた地区。 
○樺山地区：住宅等の立地が進む地区 

 
図表Ⅱ－２ ニセコひらふ地域の位置図 

 

   
 
 
 

ヒラフスキー場 

Center Village 地区

（旧 A 地区） 

B 地区 

泉郷地区 

樺山地区 道道 343 号線 
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図表Ⅱ－３ ニセコひらふ地域の地図・写真 

 
（出所）ニセコひらふスキー場案内図 

 

 

ニセコひらふ地域 
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（２）観光客・居住者の動向 
①外国人観光客 

倶知安町への外国人観光客の来訪数は、次図表のとおりに推移している。オースト

ラリア人の増加の勢いが加速化。アジアからの来訪者（特に香港、シンガポール、中

国）が増加傾向にある。 
外国人客の来訪数の増加とともに、日本人客（道内客・道外客）の客数も H15 年以

降増加傾向にある。オーストラリア人来訪での話題性や知名度向上が、日本人スキー

客を誘発しているものと推測される。 
数年前はオーストラリア人のスキー観光客は平均 10 日程度滞在していた。現在で

は 7～8 日間のパッケージ旅行が主流になっており、滞在日数は若干短くなっている。 
消費は正確な数字は調査されていないが、ニセコへの旅行に観光客 1 人が 10 日前

後の滞在で使う費用は 100 万円という説もある。 
 
②外国人居住者 

倶知安町における住民登録をしている外国人は、2006 年末現在で 100 人程度であ

り、その多くがニセコひらふ地域に居住している。因みに、10 年前は 5 人程度であっ

た。 
また、不動産会社等に勤務している外国人の住居は、一戸建て、アパートを借りて

いる人が多い。会社が借り上げ社宅に社員を住まわしているケースもある。 
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図表Ⅱ－４ 外国人観光客数の推移 

   

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H13 H14 H15 H16 H17

(人)

オー ストラリア アジア 北米 ヨー ロ ッパ その他  
H13 H14 H15 H16 H17

オーストラリア 214 657 2,924 4,201 7,696

アジア 356 727 732 1,197 1,461

北米 190 139 124 181 170

ヨーロッパ 54 38 107 135 162

その他 197 60 119 69 74

合計 1,011 1,621 4,006 5,783 9,563  
（出所）北海道「後志支庁管内訪日外国人宿泊者数調査」 

 
図表Ⅱ－５ アジアからの観光客数の推移 

   

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H13 H14 H15 H16 H17

（人）

香港 シンガポール 中国

韓国 台湾 その他  
H13 H14 H15 H16 H17

香港 257 404 417 846 1,017

シンガポール 22 9 23 197 203

中国 1 0 5 6 76

韓国 18 6 20 27 26

台湾 56 101 250 93 22

その他 2 207 17 28 117

合計 356 727 732 1,197 1,461  
     （出所）北海道「後志支庁管内訪日外国人宿泊者数調査」 
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図表Ⅱ－６ 北海道内の観光客の動向 
 

道内外観光客数の推移（倶知安町）

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

（単位：千人）

道　内　客

道　外　客

合　  　計

 

Ｈ１７ 道内外観光客の月別比較（倶知安町）
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（３）観光投資の動向 
①外資による不動産投資（土地） 

オーストラリアによる不動産投資は、「土地」と「コンドミニアム」が中心である。 
土地の売主は Center Village 地区（旧 A 地区）においては、古くからある旅館・ホ

テルの経営者や一部ペンションの経営者、B 地区においてはペンション経営者が多い。

特に、ペンション経営者については、列島改造やバブル期にペンションを建てたもの

の経営が不振で借金を抱えている者が多く、 近の地価高騰が売却を加速化させてい

る。 
土地の買主は、これまではオーストラリア系の地元不動産開発業者（北海道トラッ

クス等）や投資家であった。それに加えて、 近では、香港・シンガポール等のアジ

ア系資本が土地購入に動いているようである。 
こうした外資による土地買収が進んだ結果、2007 年 3 月末現在で、旧 A 地区、B

地区の 4～5 割はオーストラリア人による所有になっていると地元では推測されてい

る。因みに、2006 年半ば頃における Center Village 地区（旧 A 地区）の地権者数は

101 人、B 地区は 482 人である。 
 
②外資による不動産投資（コンドミニアム） 

ニセコひらふ地域において、コンドミニアムは、2007 年 3 月現在で 50 棟 300 戸が

供給されている。業者によりバラツキがあるが全体として 9 割は分譲済み。1 割は残

っているとのことである（不動産業者ヒアリング）。 
コンドミニアムの 大の供給者は、不動産開発業者の「北海道トラックス」である。

同社は 2007年 3月末現在で、20棟 105戸を供給しており、年間売上高は 20億円（2006
年）である。同社の販売方法は、ネット掲載、新聞広告（香港で広告を出した直後か

ら引き合いが及び成約が増えた）、スキーエキスポへの出展などである。 
その他の大手事業者は、8 棟を供給する「スキージャパン」（旅行代理業であるが

近不動産開発業も手がける）、6 棟を供給する「ザ・ニセコカンパニー」（不動産開発・

仲介業）となっている。 
 

図表Ⅱ－７ 北海道トラックス社の年間売上高の推移 
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コンドミニアムの立地は、Village Center 地区に集中している。しかし、 近では

B 地区のペンションオーナーが手放した土地に、オーストラリア不動産開発業者がコ

ンドミニアムを建設する例が増えている。 
コンドミニアムは、ほとんどが分譲タイプであり、１戸当りの面積は、平均して 80

～90 ㎡程度。高級なものでも 120 ㎡程度である。販売価格は 3,000 万～5,000 万円が

多いが、 近の 高級クラスでは 9,000 万円（120.9 ㎡）の物件も出ている。売れる

コンドミニアムの条件として、建物からスキー場の見えることが必須条件とのこと。

また、同じ建物内でも階が上になるほど販売価格は高い。 
コンドミニアムの典型的な利用パターンは、オーナーが年 4 週間程度自ら利用する

（冬+夏）。自己利用しない期間を不動産業者へ管理及び宿泊利用の運用（年間 100 日

程度）を委託するというものである。 
コンドミニアムの購入は、オーストラリア人 2～4 人のグループで購入するケース

が多い。そのうち、約７割が 5 年前後での転売を前提に購入、残り 3 割は別荘として

所有し自己で利用を前提に購入しているとのこと。 
コンドミニアムの利用者（冬場の宿泊スキー客等）は、2006-07 シーズンでは６割

がリピーター、４割が旅行会社を通じた新規利用客である。グループで利用する場合、

ホテルに比較してかなり割安になるためコンドミニアムへの宿泊需要は大きい。 
コンドミニアムの所有・利用については、オーストラリア人が買い主、かつ同国人

が観光宿泊客として使うというパターンが多かったが、 近は香港人の購入・利用が

急増している。たとえば、代表的なコンドミニアムである「ニセコ・ランドマーク・

ビュー」（2007 年 12 月に完成）では、48 戸のうち所有割合の も高いのはオースト

ラリア人であるが、香港・アジアが全体の 6 割を占める。 
 

図表Ⅱ－８ コンドミニアム「ニセコ・ランドマーク・ビュー」の所有者構成 
所有者国籍 割合（％）

オーストラリア 40
香港 30
アジア（注） 30
合計（48 戸） 100

（注）マレーシア、シンガポール、中国、日本等 
（出所）ヒアリングより 

 
写真 ニセコひらふ地区の代表的なコンドミニアム 
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投資先としてのコンドミニアムは、自己利用以外の期間における運用収入（スキー

客等への宿泊レンタルによる収入）によるリターンが得られる。例えば、北海道トラ

ックス社の 新高級コンドミニアムにおける投資利回りシミュレーションの結果は下

図表のとおりである。5,900 万の投資に対して、年間 5％程度の利回りが確保される

という結果である。実際、ニセコひらふ地域のコンドミニアムの利回りは平均して 5
～6％といわれている。 

 
図表Ⅱ－９ コンドミニアムの投資利回りシミュレーション結果（北海道トラックス社） 
物件名：YAMA SHIZEN
売主：北海道トラックス
面積：122.7㎡　（3ベッドルーム）
販売価格：￥58,973,200

利用料金 営業日数 想定稼働率 想定稼動日数 収入

（円） （日） （％） （日） （円）

パウダーシーズン 77,700 57 97 55 4,273,500 12月22日 ～ 2月16日

バリューシーズン 49,350 28 45 24 1,184,400 12月15日 ～ 12月21日 ＋ 2月17日 ～ 3月8日

セーバーシーズン 37,800 38 40 15 567,000 11月26日 ～ 12月14日 ＋ 3月9日 ～ 4月27日

サマーシーズン 30,000 212 20 600,000 4月28日 ～ 11月25日

グロス収入 6,624,900

ネット収入（注） 2,981,205

投資利回り 5.06%

（注）ネット収入は、グロス収入から手数料、諸経費を差し引いた額。グロス収入の45％

設定期間

 
 
＜参考：ニセコアルペンホテルの料金＞ 
平日 夕朝食付の 1 名料金 （税・サ込、入湯税込） 
 ２名１室 ３名１室 ４名１室 
オフ期間（初滑り＆春スキー） 13,150 円 12,150 円 11,150 円 
通常期間（年末年始を除く） 
2006/12/16～2007/3/11 

16,650 円 15,650 円 14,150 円 

年末年始期間 22,150 円 21,150 円 20,650 円 
 
 

③外資による大規模観光開発投資 
「日本ハーモニーリゾート」（豪州資本のディベロッパー）は、花園地区で大規模リ

ゾートタウン建設計画を持っている。計画実現に向けて、同社はすでに、ニセコ花園

スキー場、ゴルフ場を取得済みである。 
開発コンセプトは、”Destination Ski Resort”であり、7～10 日間そこで滞在できる

本格的なスキーリゾートタウンづくりを目指している（高質ホテル+コンドミニアム+
レストラン+商業施設+エンターテイメント等）。 

開発の背景には、■アジアのスキー観光マーケットが急成長していること（シンガ

ポール、中国、香港、台湾等）、■ニセコが欧米の有名スキーリゾートにひけをとらな

いポテンシャルがあること（アジアではダントツ）、■加えて相対的に欧米に比較して

開発コストが安いこと、■既存のひらふ地域は国際リゾートタウンとしては不備な点
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が多い、などの認識がある。 
総投資額は 500 億～600 億程度、そのうちフェーズ I は 100 億円程度の見込み。現

在は JV のパートナーと交渉中で 1 ヶ月以内には JV の合意に達する予定。フェーズ

Ⅰの 100 億円の内訳は、エクイティ 30 億円、ローン 70 億円程度を予定。ローンの借

り先は日本の金融機関を想定している。また、欧米、アジア（香港、シンガポール等）

の投資家にも打診している。 
フェーズⅠの着工は 2008 年春頃を予定しており、主要な施設・サービスについて

は、既にフォーシーズンズホテルより、オペレーターとしての参加意向がきている（た

だし、建物は所有しないという条件）とのことである。 
日本ハーモニーリゾート社によれば、「花園の開発は、単に１事業者のビジネスにと

どまるものではない。倶知安（ニセコ）全体の世界に通用するリゾートタウンづくり

にかかわる大きな事業である。したがって、倶知安町や地域コミュニティとの協力関

係を密にすることが重要と認識している。逆に、地域コミュニティの関係者にも事業

に参加してほしい」とのことである。 
 

④オーストラリア資本によるビジネス投資（法人設立） 
オーストラリア資本によるビジネス投資（法人設立）についてみると、初期のころ

はアウトドア業、 近では不動産事業、旅行事業などが主な投資分野となっている。

オーストラリア系列の進出企業は以下のとおりである。すでに不動産関連業 4 社、旅

行代理業 5 社がニセコひらふ地域に立地している。 
また、同地域における 近数年での現象をみると、次のようなビジネス拡大のメカ

ニズムが発現している。 
○初期進出アウトドア業⇒飲食業・物販業、不動産業への多角化 
・NAC（Niseko Adventure Centre）⇒ アウトドアショップ、飲食店経営 

○旅行業⇒不動産業へ進出 
・Ski Japan（旅行業）⇒ 不動産事業展開 
・Niseko Connection(旅行業) ⇒ Niseko Real Estate（不動産業）設立 

○不動産業⇒不動産管理業の独立化 
・Niseko Real Estate(不動産業) ⇒ Niseko Management Service（管理業） 

なお、こうしたオーストラリア系のビジネスの成功にともなって、以下のような後

発追随型日系ビジネスの増殖もみられる。 
○オーストラリア系不動産事業の成功に目をつけた日系不動産ビジネス 
・NISADE（ニセコアルペンディベロプメント）社、ニセコプロパティ社 な

ど 
○オーストラリア人観光客の増大に目をつけた日系ツアー、スキービジネス 
・ニセコグラウンドサービス、スキーレンタルデモ 等 

○オーストラリア人観光客の増大に目をつけた飲食店・物販店 
・多数 
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図表Ⅱ－１０ オーストラリア資本による主なビジネス投資（法人設立） 

企業名 開始年 業種 
NAC (Niseko Adventure Centre) 1994 アウトドア業 

飲食業 
NOASC (Niseko Outdoor Adventure) 1994 アウトドア業 

飲食業 
SAS (Scott Adbenture Sports) 1997 アウトドア業 
スキージャパン 2001 旅行代理業 

不動産仲介業 
ニセココネクション 2002 旅行代理業 
ニセコリアルエステート 2002 不動産管理 
北海道トラックス 2003 不動産開発・管理 
日本ハーモニーリゾート 2004 不動産開発 

スキー場運営 
ディープパウダーツアー 不明 旅行代理業 
ニセコマネジメントサービス 不明 不動産管理業 

 
 
（４）ニセコひらふ地域の立地産業・施設 

①不動産業 

不動産業者は、2007 年 3 月現在で 8 社立地（注）している。うち、4 社がオースト

ラリア系である。不動産業者の業務は、開発分譲、媒介、管理などである。 
「開発分譲」の場合、自ら土地取得・建物建設により分譲する。「媒介」は、建物の

売主（ディベロッパー）の建物の販売仲介である。「管理」は所有者が利用しない期間

のコンドミニアムの管理と観光客への部屋レンタル業務の受託である。 
（注）宅地建物取引業登録業者は、北海道トラックス、ニセコリアルエステー

ト、ニセコリアリティーセールス、ニセコプロパティ、ラッド、ニセコ運

輸、ニセコスノーライフ 
 
②ホテル・旅館・ペンション 

ホテル・旅館・ペンションの件数は減少している。特に古い旅館やペンションタイ

プの施設は、廃業し土地（更地）をオーストラリア資本に売却する例が多くなってい

る。2007 年 3 月末現在で、老舗のホテル・旅館で現在も営業しているのは 4～5 軒と

のこと。 
特に、昔からの日本人ペンション所有者は、「昔ながらの素朴な雰囲気が無くなって

きたので離れたい」、「地価高騰により売却により借金返済が可能なので売りたい」な
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どの理由で売却する事例が増えている。 
 

③商業、飲食店 

ニセコひらふ地域の飲食店（レストラン、居酒屋等）は数年前には絶対数が少なく、

シーズン中の夜には滞在オーストラリア人が殺到する状態にあったが、ここ 1 年で増

加した。現在は 50 店舗程度立地しているようである。 
飲食店経営者は日本人である場合が圧倒的に多い。従業員も日本人が多く、地元の

若者、あるいはシーズン中に働きながらスキーをする町外からの若者で占められてい

るとのこと。 
 

 
（５）観光投資等による経済効果 

①観光投資(不動産)と観光客の相乗メカニズム 
ニセコひらふ地域への観光投資に伴う も大きな経済効果は、外国人向けのコンド

ミニアムの建設や旅行業の開業により、外国人観光客の宿泊滞在収容力と集客チャネ

ル（パック旅行等）が増大し、来訪客の急増をもたらしている点である。また 近で

は、コンドミニアムに宿泊滞在した外国人客が、販売中の物件を購入するという例が

増えており、観光客の増加が観光投資への需要を発生させるという効果も発生してい

る。 
より具体的にみると、オーストラリア資本によるコンドミニアム投資と、オースト

ラリア人スキー客との関係は以下のとおりである。 
○ オーストラリアからの初めてのスキー客等は、口コミや旅行会社のツアー等

を利用してニセコへやってくる。 
○ オーストラリア人観光客のかなりの人数は、コンドミニアム（宿泊用レンタ

ル）に宿泊する。 
○ 宿泊客はコンドミニアムの良さを知り、販売中の物件をその場であるいは帰

国後に購入する（コンドミニアムの年間宿泊客のうち 60％がリピーターで、

そのうち 20％が滞在チェックアウト時にコンドミニアムを購入するとのこ

と）。 
○ 購入希望者の需要動向がある程度つかめるため不動産事業者は、新規にコン

ドミニアムの開発供給を促進する。 
○ 新規にコンドミニアムが供給されることによって、ニセコの宿泊キャパシテ

ィが増加し観光客の来訪者数が増える。 
 

②コンドミニアム建設による地域経済への波及効果 
地域産業に も経済波及効果が大きいと期待されるのが、コンドミニアムの建設工

事及び室内装備品（家電製品等）の発注・調達である。しかし、建設工事については、

札幌市や伊達市の建設業者へ発注が多く、倶知安町等の地元業者への発注はほとんど
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無い。また、家具・照明器具については、価格の面でオーストラリアからの直接輸入

が多く、地元地域や北海道内での調達はほとんど無いなど、必ずしも地域経済が波及

効果の恩恵に浴していない分野も見られる。 
○ デザイン・基本設計  

⇒オーストラリアの設計事務所、あるいは大手不動産開発業者の場合自社が

行う。 
○ 実施設計  

⇒建設を受注した建設業者の設計部門、あるいは設計事務所（札幌）が行う。 
○ 建設工事  

⇒札幌・伊達の建設業者へ発注が多く、地元業者への発注はほとんど無い。

その理由は、価格競争力が劣っているという面もあるが、地元業者が外資

の発注するコンドミニアム工事にアレルギーを持っていることが大きい

（詳細は後述）。 
○ 家具・照明器具  

⇒オーストラリアから輸入が多い。同一・類似製品を日本国内で調達する場

合、価格が倍程度である。輸送費を負担してもオーストラリアから持って

くるほうが安い。 
○ 家電器具 

⇒地元の電器店から購入する場合が多い。価格のみだと札幌等の量販店から

購入するほうが安いが、故障やメインテナンスを考慮すると地元購入のメ

リットが大きい。 
 

③オーストラリア人等の観光消費にともなう地域経済への効果 
来訪あるいは居住する外国人による、宿泊・飲食・その他サービスへの支出や地元

スーパーからの食材購入などの消費拡大も見られる。 
ただし、外国人による飲食等の消費は、ほとんどがニセコひらふ地域内で発生し、

倶知安町の市街地における消費は限定的である。その理由として、市街地の魅力の無

さ、サービスの悪さなどが外国人から指摘されている。コンドミニアム滞在者は、自

炊のため食料品は地元スーパー等から購入する。 
なお、 近では、7～10 日間のニセコひらふ地域での滞在期間中に、小樽、札幌へ

足を伸ばし消費するパターンも多くなっているとのことである。 
  
④ニセコ周辺への観光産業の経済効果は 290 億円 

北海道経済産業局の調査（2006 年 7 月公表）によれば、ニセコ周辺地域（5 町 1 村）

の 2005 年における観光産業の経済波及効果は 290 億円と推計されている。 
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（６）観光地形成に向けた行政・住民の取組み 
以前、ニセコひらふ地域は「都市計画区域・市街化区域内用途未指定地域」であり「建

ぺい率 70％、容積率 400％」、用途規制は無く何でも建てられた。ただし、倶知安町の

建築指導要綱により、雪に配慮した建物単体規定はある。 
「倶知安の美しい風景を守り育てる要綱」（景観要綱）が平成 18 年２月に全部改正さ

れた。その景観要綱に基づき、ニセコひらふ地域を構成する地区（Center Village 地区、

樺山地区、泉郷地区）が「景観形成地区」として指定された。なお、B 地区は検討中と

なっている。 
倶知安町は、景観要綱に基づき、景観形成地区として指定した各地区について「景観

形成基準」を策定し、2007 年 4 月 1 日より施行した（Center Village 地区は 6 月 1 日

より）。景観形成基準の項目は、建ぺい率、容積率、高さ、配置（前面道路境界からの

後退距離、隣接地境界からの後退距離と駐車場の確保）、道路斜線制限の導入、その他

となっている。 
一方、各地区では、地域住民等が主体となり次のような景観要綱に規定される「町と

景観まちづくり団体」が設立され、団体と町の間で景観協定が締結された（なお、団体

設立には同意地権者数が全体の 1/2 以上または同意地権者の地籍合計が 2/3 以上に達す

ることが必要）。 
協定の内容は景観形成基準を満たす内容となっている。 
○ Center Village 地区： 

「ニセコひらふ美しい景観美観の会 Center Village 地区部会」 
「ニセコひらふ Center Village 地区景観協定」 

○ B 地区：準備中 
○ 樺山地区： 

「ニセコひらふ・樺山町内会景観形成の会」 
「ニセコひらふ樺山地区景観協定」 

○ 泉郷地区： 
「ニセコひらふ美しい景観美観の会泉郷地区部会」 
「ニセコひらふ泉郷地区景観協定」 

 
 
（７）観光投資の現状に対する地元の評価 

ニセコひらふ地域における観光投資の評価について、地元では二つの見方がある。 
一つは、地元産業界を中心とする「外資による一過性の観光投資によるミニバブルが

発生しているに過ぎず、いずれ弾ける時が来る」という否定的な見方である。倶知安町

は、不動産等に対する投資の過熱ぶりについて、目立ったトラブルもないことから「静

観」の立場をとっている。 
これに対し、同地域に居住するオーストラリア人や日本人事業者を中心として、「ニ

セコひらふ地域の観光ポテンシャルは高く、世界水準のリゾート地形成への第一歩が始
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まったばかり」という肯定的な見方もある。その背景には、欧米の一流スキーリゾート

（通年リゾート）地と遜色ない自然等のポテンシャルを持っていること、近年オースト

ラリア以外にアジアからの来訪客や投資が急増しておりアジアマーケットに大きく期

待できることなどがあげられる。 
また、肯定的な見方の一つとして、「今はニセコのまちづくりに絶好のチャンスであ

る」との指摘がある。なぜなら、昔の建物（旅館やペンション）が急速に建て替わりつ

つあり、ばらばらのイメージを一掃し、統一感のある美しいまち並みにすることが可能

になっているからである。 
 
 
２）観光投資の課題 
 
（１）まちづくり・開発面での課題 

 
①まちづくりの戦略・計画立案 

ニセコひらふ地域のまちづくりの戦略（Strategy）・ビジョン・計画の無いことが大

きな問題である（この点については、多くの地元関係者、外国人から指摘があった）。

結果として、国際リゾートタウンにふさわしくない無秩序で貧相なまちが形成されつ

つあるとの認識がもたれている。地元自治体は、現在は「動きを静観している」とい

う段階であり、戦略やビジョンを策定する動きはみられない。 
ニセコひらふ地域では、 近、ようやく「景観形成基準」、「景観協定」ができたが、

これは建物を建て方のほんの一部について規定しているに過ぎず、これだけでは到底

良い街づくりに結びつかないとの意見が多い。 
これに対して、欧米の観光リゾートタウン（カナダのウイスラー等）では、自治体

にタウンプランニングの専門家（複数人数、異動無し）がおり、町の計画を上流部分

（方向性）から下流部分（具体的な建築物等の規定）に至るまで詳細に検討し書面化

している。例えば、建物の屋根の形態（三角屋根か、フラット屋根か）、素材（石、木

材、レンガ等）、色彩（許容数色からの選択）、建物セットバックのラインなどが詳細

に決められている。 
 

②開発をコントロールし、まちづくりを誘導する主体の創出 
ニセコひらふ地域の問題は、上記のような戦略・ビジョン・計画の欠落とともに、

開発をコントロールし、まちづくりを誘導する強力な主体がみあたらないことである。

欧米の観光リゾートタウン（例えば、カナダのウイスラーやバンフ）では、まず地元

の自治体がタウン計画と規制に強力な力を持っている。 
ニセコひらふ地域の場合、自治体である倶知安町はイニシャティブを発揮していな

い。 近ようやく景観形成基準が施行されたが、開発全体をコントロールするにはそ

の効力は限定的である。また、地元住民等の組織として、「ニセコひらふ美しい景観美
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観の会」が設立されたが強制力が弱く力不足である。 
 

③景観要綱、基準、協定の効力強化 
倶知安町の景観要綱やそれに基づく景観形成基準、景観協定などの拘束力が曖昧で

あるとの指摘がある。例えば、景観要綱では「景観協定に適合しない行為をしようと

する者に対して、（一部略）、当該景観協定を尊重するよう要請することができる」と

しか規定されていない。あくまでも遵守をお願いするというスタンスであり、非遵守

者に対する罰則や拘束力はない。その結果、次の問題が懸念されている。 
○まち全体としての景観形成が実現しない 

・ 景観協定を守らない地権者が出てくる可能性がある。現に、B 地区におい

ては全地権者 482 人のうち、景観まちづくり団体設立と景観形成基準の内

容へ同意した地権者は 40 人（8.3％）に過ぎなかった（平成 18 年 3 月 31
日現在）。これは、区画規模が小さい B 地区が、区画規模の大きい Village 
Center 地区と同じ景観形成基準であることに対する不満であり、B 地区で

は現在も基準について検討中である。 
・ また悪質な不動産開発業者が協定違反をすることへの懸念も出されている。 

○不動産取引事業者の懸念 
・ 地元不動産業者は、次の点を懸念している。『不動産取引の「重要事項説明

書」への要綱の記載の仕方が難しい（どの程度守るべきかのニュアンスを

どうするか）。また、守る人と守らない人が出た場合、守った人から不動産

事業者が訴えられる可能性もある』 
こうしたことから、同地域では、景観要綱・基準・協定の効力を高める手立てを講

じていくことが必要である。 
 

④地域特性に配慮した景観形成基準の設定 
景観形成基準の内容は、ニセコひらふ地域の景観形成地区全体を「住宅地」と想定

しつくっている。「商業地」の想定ではない。その結果、Center Village 地区では実

際は店舗、飲食店、オフィス等の商業系の施設がかなり立地しているにもかかわらず、

一律に住居系の規定（建ぺい率 40％以下、容積率 250％以下等）となっている。 
しかし、魅力的な町並みを形成していくためには、Center Village 地区の中におい

ても商業系と住居系の用途を誘導するエリアを決め、基準を変えるなどのメリハリが

必要である。たとえば、メインストリート（ひらふ坂）沿道は商業集積を誘導し、コ

ンドミニアム等の住居は中の区画へ誘導するなどの戦略が必要である。との意見があ

る。 
 

⑤ミニ開発の防止による良質な開発の推進 
ペンションが集中している B 地区は、かつての列島改造ブーム時に開発業者が林地

を買い取り、それを 50 坪ぐらいの単位に分割し、札幌や本州の購入者に販売した。
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購入者はその土地に別荘やペンションを建てた。 
現在は、3 年前からこうしたペンションオーナー（多くは借金を抱える）が、地価

も上昇したため不動産業者やオーストラリア人に売却する例が多くなっている。まと

まった複数区画を一度に購入・開発できる場合は良質の建築物が建てられるが、50 坪

程度の単一区画では、それが難しいことが指摘されている。 
こうしたミニ開発を防ぐためには、複数区画を集約し一体的に開発誘導する手立て

が必要である。 
 
⑥メインストリート（道路）の沿道整備の推進 

メインストリートである「ひらふ坂」は、本来はニセコひらふ地域の「顔」として、

また町づくりの「骨格」としてふさわしい良好な空間整備が求められる。 
しかし現在は、建物密度が低く、古い日本旅館・建築物、比較的新しい日本風モダ

ン建築物、モダンなオーストラリアン建築物など、デザイン・形態等がバラバラの建

物が立地している。また、建物の高さ、壁面後退線が統一されておらず、空き地（更

地）や公共駐車場の混在により一体性・コンパクト性にも欠ける。さらには、電線地

中化もなされておらず景観上にも問題があるなど、欧米の一流リゾートタウンと比較

してその差は大きい。 
地元では、メインストリート「ひらふ坂」を、映画・ドラマのロケ地になるぐらい

の「絵になる通り」にしたいという要望が強いが、地元の有志やボランティアだけで

は実現はかなり難しいとの焦燥感を抱いている（静観し、動かない地元行政への不満

も大きい）。 
以上の点を改善し、国際的観光地の「顔」（シンボル的空間）としての魅力にあふれ

た空間にしていくことが課題である。 
 

⑦国際リゾートタウン倶知安全体のまちづくりの推進 
ニセコひらふ地域と一体的に国際リゾートタウンを目指すべき倶知安町であるが、

それにふさわしい鉄道駅（玄関口）や町並みとなっていない面がみられる。倶知安町

全体としても、国際的観光地にふさわしい鉄道駅（玄関口）や街並みを形成していく

ことが求められる。 
 

写真 ＪＲ倶知安駅の駅舎、駅前からみた倶知安の町並み 
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（２）社会インフラ・機能・サービス面での課題 
 

①国際リゾート観光タウンにふさわしいインフラの整備 
ニセコひらふ地区に住んでいる外国人、オーストラリア人事業者からみた、インフ

ラとして不足しているものとして以下があげられている。 
○ 電線地中化の遅れ 

メインストリートの「ひらふ坂」の電柱・電線がタコ足状態で非常に醜い。

電線地中化が景観上必須。地元居住の外国人からも、世界の有名リゾート

タウンでメインストリートに電柱のある例は無いとの指摘があった。 
○ 地区内道路における危険性 

ニセコひらふ地域は全体的に斜面地のため、地区内道路がかなりの勾配に

なっている。特に人・車の集中するメインストリート「ひらふ坂」では道

路が圧雪・凍結状態になることから、転倒による骨折、車と人の接触事故

などが絶えない。 
このため、倶知安町では「ひらふ坂の地中ヒートポンプによる融雪システ

ム」の導入を構想しているが、イニシャルコストが大きいことを理由に進

んでいない。国の補助事業を活用できるが、町の持ち出しも大きいため躊

躇しているとのことである。 
○ 公共交通機関の不足 

冬シーズンは、ニセコひらふ地域と倶知安町市街地との間で循環バス（夜

間のみ）があるが、不足している。夏シーズンは全く不便になる 
○ 冬場の雪捨て場の不足 

空き地がどんどん減っており雪捨て場不足しつつある。また、コンドミニ

アム等は、違法ではないが、建ぺい率ギリギリに建てるため屋根からの落

雪が隣地に及ぶ、あるいは道路を塞ぐなどの問題も発生している。 
○ 歩道の未整備 

Center Villege 地区、B 地区、泉郷地区、樺山地区を結ぶ幹線道路（道道）

は一部区間を除いて歩道が未整備、住民や滞在者は車道を歩かざるを得な

い。特に積雪のため冬場が危険。 
 

写真  「ひらふ坂」の沿道風景 
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②国際リゾート観光タウンにふさわしいサービス・施設の充実 
ニセコひらふ地区に住んでいる外国人、オーストラリア人事業者から見た、インフ

ラとして不足しているものとして以下があげられている。 
○ 良質のアコモデーション（宿泊滞在施設） 

5 つ星級が無い。スキー・イン／スキー・アウト型の施設がほとんど無い。 
○ 初心者向け施設 

初心者向けスキー場、スクール等 
○ スパ施設 

単なる温泉だけではなくトリートメント、マッサージ等を備えたサービス 
○ 郵便局、キャッシュマシーン 

近場で手紙が出せない、お金がおろせないという基本条件が満たされてい

ない。 
○ スーパー 

現在、ニセコひらふ地区にはコンビニが１店のみ（シーズン中はオースト

ラリア人が殺到、しかし店内の英語標記はほとんど無し）。 
○ 交番 

シーズン中は警官が巡回に来るが、人や住宅（財産）が増えてきたのだか

ら、町全体の安全性のために必要 
○ 両替所 

今シーズンから 1 箇所できたが、取り扱い通貨が「豪州ドル」のみ。東南

アジアからの外国人も増えており、少なくとも「米ドル」を扱うことが必

須 
○ ガソリンスタンド 

自動車が主要移動手段にもかかわらずガソリンスタンドが無く不便 
 

 
（３）地域経済社会活動面での課題 

 
①地元サービスの国際化への対応 

倶知安町内では、クレジットカードが使える店舗が全体の１割程度であり、店舗名

表記・メニュー等の英語への対応が遅れているなど、全体として国際化への対応が遅

れている。特に、街中で両替が不便、ATM が使えない（日本全体の問題）など、キャ

ッシュを地元に落とさせる絶好の機会を自らが逃している面がある。 
また、外国人お断りの店もまだあるなど、地元商店街・飲食店の外国人へのアレル

ギーも根強い。その背景には、オーストラリア人の日本的価値観からみたマナーの悪

さが一部で指摘されている。例えば、居酒屋での飲食の場合、食事時間が長い、持込

みをする、「お通し」に文句を言う（注文していないので金を払わない）などである。

特に、 近はパック旅行で来るオーストラリア人も増えており、初期の頃の富裕層に
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較べて全体としてマナーが悪くなっているという観察も地元ではなされている。 
しかし、こうした負の側面に過剰に反応することなく、外国人観光客・滞在客をあ

りのままに受け入れることのできる土壌をつくっていくことが求められる。 
 

②観光投資の経済波及効果を高めるための環境整備 
地元倶知安の建設業者は、大きなビジネスチャンスであるにもかかわらず、観光投

資によるコンドミニアム等の建設需要に対するビジネス意欲があまり無い。その背景

には、地元業者が外資の発注するコンドミニアム工事にアレルギーを持っていること

が指摘できる。 
そのアレルギーは次のトラウマから来ている。かつて地元建設業者は、外資による

コンドミニアム建設第一号案件を受注した。しかし、やり直し工事が多発し（例：オ

ーストラリア産のパイプと管路が合わなかったなど）かなりの追加コストが発生した

にもかかわらず、全て業者側の負担にさせられた（契約上は業者負担と規定されてい

た。英語のできる社員が対応したが見抜けなかった）。厳格な契約慣習を持つ外資に対

して、なあなあの契約関係で仕事をする日本の建設業者が対応できなかったことによ

る。 
しかし、商慣行の違いについての理解や情報共有等により、外資の投資による事業

機会の拡大の恩恵を享受することが可能となる。 
 
③コミュニティ間の意識の差の解消 

倶知安町の中では、ニセコひらふ地域は「山（やま）」、倶知安町市街地は「町（ま

ち）」と呼ばれており、人口の多くを占める「町」に住んでいる町民は、「山」のこと

は関係無いという冷ややかな見方があるようである。盛り上がっているのは「ひらふ」

であって、「くっちゃん」とは別世界の話しという意識である。 
こうした点が、市街地の飲食店等の中に未だに「外国人お断り」という店があるこ

との一因ともなっている。また、「山（ニセコひらふ地域）」の除雪費を支出すること

に対して、「町」側の住民が反対するなどの軋轢も発生している。このため、ニセコひ

らふ地域の住民の間では、「山」を代表する町議会議員（オーストラリア人）を出そう

という気運もあるとのことである。さらに、ニセコひらふ地域の中の各地区間におい

ても、住民意識の差（いがみ合い）があるようである。 
国際的観光地のまちづくりに当たっては、こうした意識のギャップを解消し、町内

の住民・関係者が一体化して取り組めるさらなる気運づくりが不可欠である。 
 

 
（４）観光不動産投資に伴う不動産取引面での課題 
 

①不動産事業者・不動産取引の信頼性の維持 
1 年前は、違法不動産事業者（宅地建物取引業無免許業者）が不動産取引をおこな
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い問題になっていた。たとえば、ヤフー・オークションにニセコの不動産物件が出て

競売されていた例もあった。2006 年前半では不動産業、建設業も含めて 10 社程度が

無免許であり、無法地帯の様相を呈していた時期もあった。ただし、2007 年 3 月現在

では、監督官庁の指導等により、そうした違反業者はなくなり、全ての業者は登録し

たとの情報も一部であるが、真実は不明である。 
一方、実際に登録業者が不動産取引をする場合においても、厳密には宅建業法違反

の取引業務が行われている。例えば、「重要事項の説明」は「宅建主任者」が買主に対

して「口頭」で説明することが義務づけられているが、買主が外国人の場合直接会う

ことが難しいため、それが遵守されることはほとんど無い。重要事項説明書を日本語

から英語に翻訳し、外国の買主に送付して済ませる場合が多いとのことである。 
 

②外国における転売増加により懸念される問題への対応 
近、初期の頃のコンドミニアムの第一次取得者（オーストラリア人）が外国人に

転売するケースが出始めている。当初 2000 万円程度で購入した物件を、4500 万円で

転売し、倍以上のキャピタルゲインを得た例もあるとのことである。 
転売による新しい所有者が善意を持っている場合には問題は発生しないが、悪意を

持った人間の取得の可能性は否定できない。実際、未登記、権利書の紛失などの事故

が一部で起こっているようである。 
 
③固定資産税等の徴税への不安に対する対応 

地元では、不動産の外国人所有が進むと、固定資産税の徴収が確実にできるかとい

う点を懸念する声もでてきている。 
特に、上記のように土地やコンドミニアム等の不動産物件が転売され所有者が転々

と変わっていく際に、所有者が固定資産税を納税する保証は無い。「納税管理人」を指

定し納税管理人が代理で納税するシステムになっているが、納税管理人に納税義務は

無い。固定資産税等の滞納が起こった場合、外国人からの徴収可能性は低くならざる

を得ない。 
 
 

（５）各種規制面での課題 
ニセコひらふ地域で、アウトドア事業を展開する場合、国定公園の規制がかかってく

る。国定公園は、基本的に中に人が入ることを規制しているために、アウトドアレジャ

ー業での許可を取ることが大変である。一例をあげると、一部私有地の通行許可、河川

敷の利用許可（国、道、町の管理がバラバラなため苦労する）などである。 
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（６）ニセコひらふ地域が第一級の国際リゾートになるために望まれる方向 
 

以上のような課題を解決し、ニセコひらふ地域が国際的に通用する一流の国際観光

拠点になるために必要な取組みの方向としては、以下の論点が想定される。 

 

○国際リゾートタウンづくりの戦略・計画立案 

・戦略ビジョンの策定 
（日本国の威信をかけて世界に通用する初の本格的リゾートタウンを形成

する戦略） 
・厳格なリゾートタウン・プランニングの策定・実行（海外事例を参考） 
・リゾートタウン・ガイドラインの策定 

○国際リゾートタウンづくりの推進体制づくり 

・新しい PPP の仕組み（特に複数行政機関と地元との協働がカギ） 
・中核組織（プロパティ・オーナーズ・アソシエーション）の設立 
・リゾートタウン・プランニングの専門家の常駐・育成 

○国際リゾートタウンにおける開発促進の仕組み 

・所有と経営の分離の促進 
・国際ブランド力のある事業者誘致（ホテル、スパ等） 
・ディベロプメントフィー制度 
・各種インセンティブの提供 

○国際不動産取引の適切な監視とルールづくり 

・国際化に対応した不動産取引ルールづくり 
（外国の個人が大量に日本国内の不動産を所有するという、日本にとって

初めての経験に対応したルールづくりが必要） 
・不動産取引のトラックレコード管理 
・外国人からの徴税システムの確立 
・不動産取引監視区域の指定 

○国際リゾートタウンにふさわしいインフラ整備 

・公共交通機関 
・電線地中化 
・道路融雪システム 
・メインストリート沿道整備 
・歩道整備 

○国際リゾートタウンにふさわしい機能整備 

・アコモデーション（宿泊施設） 
・金融サービス 
・セキュリティ 
・生活サービス 
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○経済波及効果を高めるための取り組み 

・ローカルコンテント法的な誘導（地元への発注を高める仕組み） 
・地元業者の研修（外国事業者等との取引、契約、商慣習等） 

○包括的取り組み 

・国際観光特区による網掛け 
・開発進捗状況の定点観測・モニタリング 
・地元実態調査の定期的実施（不動産取引、雇用、企業立地、消費実態等） 
・重要海外調査の実施（ウイスラー等の一流観光リゾートタウンの実態調査） 
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３．沖縄県における観光投資の現状と課題 
 

本章では沖縄県全土を対象に、観光投資の現状と同地域の強みを分析し、沖縄県が今後、

国際リゾート都市として発展するための課題と方向性を整理する。 
また、沖縄県本島地域だけでなく、現在観光客数と観光投資が著しく増加しており、将

来的には本島との連携のもと国際リゾート都市を形成することが期待される石垣島につい

ても、その現状と今後の課題について分析を行う。 
 
３－１.沖縄本島における観光投資の現状と課題 
 
１）沖縄本島における観光投資の現状 
 
（１）観光客の動向 

①観光入込客数の動向 
独特な文化、恵まれた自然環境に加え、官民あげての誘客キャンペーン、サミット

による知名度の向上、沖縄ブームが続いていることなどから、沖縄へ入域する観光客

数は増加の一途を辿っており、平成 18 年度には過去 高の 563 万人を記録した。 
航空路線の増便や機材の大型化による提供座席数の拡大、宿泊施設の新設などを民

間事業者の沖縄観光への投資拡大が成功を収めていることが窺える。 
 

図表Ⅱ－１１ 沖縄県における入域観光客数・観光収入の推移 
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（万人）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

（億円）

　入域観光客数（うち県外客） 　入域観光客数（うち外国客数）

　県内客 　観光収入  
（単位：人）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

　入域観光客総数 4,126,500 4,558,700 4,521,200 4,433,400 4,834,500 5,084,700 5,153,200 5,500,100

　　　うち県外客 3,985,800 4,335,700 4,323,500 4,242,000 4,654,200 4,984,600 5,023,700 5,363,600

　　　うち外国客数 140,700 223,000 197,700 191,400 180,300 100,100 129,500 136,500

　県内客 478,800 504,800 510,000 484,300 519,400 516,800 546,500 599,500

区　　　　分

 
（出所）「平成 17 年度観光統計実態調査」（沖縄県） 

          ※県外客には、本土経由（在住）外国人が含まれる。 



 
 
 

 35

②外国人観光客数の動向 
沖縄の入域外国人観光客数は、上表のとおり平成 11 年の 22 万 3 千人をピークに減

少し、平成 15 年は SARS によって大幅な落ち込みがみられたが、近年プラスに転じ

回復基調にある。 
外国人観光客の国籍をみると、台湾をはじめ韓国、中国などアジア諸国が大半を占

めている。これは国際路線がアジア経由で占められていることによる。 
 

図表Ⅱ－１２ 沖縄の入域外国客の国籍割合（平成 17 年度） 

　そ　の　他
3.7%

　香　　　港
0.6%

　韓　　　国
5.4%

　イ ギ リス
0.9%

　カ　ナ　ダ
1.2%

　中　　　国
1.9%

　イ　ン　ド
0.4%

　フィリピン
2.6%

　ア メ リカ
9.9%

　台　　　湾
73.4%

 
（出所）法務省「出入国管理統計年報」 

 
   

図表Ⅱ－１３  国際路線一覧（空海路） 
 ① 空　　路

路線名/会社名等 会　　社　　名 便　数 座　席　数

 沖縄－台北 　チャイナエアライン  週14便  １５８席

 沖縄－ソウル 　アシアナ航空  週５便  １７７席

 沖縄－上海 　中国東方航空  週２便  １２０席

 沖縄－マニラ 　フィリピン航空  週２便 ※１  １５０～３０２席

　※１：福岡経由便を含めると週４便

 ② 海　　路

運航者名 就　航　状　況

 有村産業（株） 定　　　期  那覇/平良/石垣/基隆/高雄

 南西海運（株） 不　定　期  那覇/平良/石垣/福州/厦門

就　航　航　路

 
 （出所）沖縄総合事務局運輸部「運輸要覧」 
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③入域観光客の県内旅行先 
観光客の旅行先について、地域別にみると沖縄本島の占める割合が高く、その中で

も那覇市、本島北部の人気が強い。 
 

図表Ⅱ－１４ 入域観光客の旅行先（平成 15 年） 
 

　沖縄本島
74%

　沖縄本島周
辺離島

8%

　石垣島及び
周辺離島

14%  宮古島及び
周辺離島

4%

 
図表Ⅱ－１５ 入域観光客の沖縄本島内の旅行先（平成 15 年） 
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 （出所）沖縄県「観光統計実態調査」 
 ※複数回答可 
 ※国内外の観光客回答 
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3回 ： 2.6%

2回 ： 6.9%

0回（計画した
こともなし） ：

50.1%

0回（計画した

ことはあり） ：
13.0%

1回 ： 25.0%

4回以上 ： 2.3%

④観光客の継続的な増加の見通し 
平成 18 年度には過去 高の 563 万人を記録した沖縄県への観光入込客数は、今後

も順調に増加すると推測される。その理由としてリピーター率の高さと、沖縄におけ

る新たな旅行形態の確立が挙げられる。 
沖縄県を訪れる観光客の多くがリピーターとして訪れることも、沖縄県の観光客増

加に大きく寄与している。沖縄県の調査では平成 18 年度のリピーター率は約 70％に

ものぼり、その数値は上昇傾向にある。 
また、 近はリゾートウエディングの挙式組数が大幅に増加していることや、新た

に開港した北九州空港、神戸空港との新規路線開設なども観光客数の増加に寄与して

いる。 
 

図表Ⅱ－１６ 沖縄県観光客のリピーター率の推移 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（出所）「ビジットおきなわ計画」（沖縄県観光商工部） 
 
 

図表Ⅱ－１７ リゾートウエディング件数の推移 

 

（出所）沖縄県コンベンションビューロー 
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（２）観光投資の動向 
 
①進む外資による主要ホテルの買収、新規建設 

沖縄県は冬季需要に限定されるスキーリゾート地に比べて温暖な気候にあることか

ら、ホテル稼働率は年間を通じて需要が高く、リピーター率の高さなどから観光客が

近年増加傾向にあり観光市場の拡大が期待される。 
また、沖縄のホテルは、全国の中でも売上効率が相対的に高い水準にある。週刊ホ

テルレストランが全国のホテルを対象に実施した調査では、05 年度の ADR（注）上

位 30 位の中に、沖縄県内に立地するホテルが 8 施設含まれている。また、30 位にラ

ンクインしているホテルの大半は東京あるいはその周辺地域に立地する施設であり、

これらを除くと、11 施設中 8 施設が沖縄県内に立地する施設となっており、国内リゾ

ートホテルにおける沖縄県の圧倒的優位性が窺える。 
 
（注）ADR（Average Daily Rate）とは、販売された客室の１室あたりの実質平均室料

を指し、客室稼働率とともにホテル経営の健全度を表す主な指標のひとつである。 
 
以上を背景に、イシン・ホテルズ・グループ、ローンスター・グループ等の外資は、

沖縄のホテルを魅力的な投資対象として認識しており、積極的にホテルの買収を行っ

ている。また、近年新たに宿泊施設の建設も手がけるようになってきている。平成 19
年から 3 年間で本島内のホテル客室数は、1.5 倍に増加すると見込まれている。 

 
図表Ⅱ－１８ 近の主なホテル買収・建設事例 

買収・新規建設企業 売却企業 施　　　設 時　期

 大和土地建物  沖縄不二ホテル 2004年12月

 レーサムリサーチ  サンマリーナホテル 2006年2月

 ジーマ、井筒屋  グランドオーシャン 2006年7月

 ゴールドマン・サックス・グループ  ジャパンホテルアライアンス  ホテル日航アリビラ 2003年3月

 東洋建設  ロワジールホテルオキナワ 2005年9月

 沖縄全日空ホテルズ  沖縄ロイヤルビューホテル 2006年8月

 かりゆしホテルズ  オキナワマリオットリゾート＆スパ 2006年3月

 首里観光  ホテル日航那覇グランドキャッスル 2007年2月

－  チサンイン那覇の建設 2008年予定

 近畿日本鉄道  沖縄観光開発  沖縄都ホテル 2006年9月

 カトープレジャーグループ  リーマンブラザーズグループ  ホテルグランメール 2006年2月

 ホスピタリティーネットワーク、
 ジョイント・コーポレーション

－  インターコンチネンタルホテルの建設 2008年予定

 かりゆしホテルズ －  ザ・ガーデニアヒルズ・オキナワの建設 2010年予定

 ＵＳＥＮ －  新規ホテルの建設(恩納村) －

 ゼファー、大和地所 －  新規ホテルの建設(糸満市) －

 イシン・ホテルズ・グループ

 ローンスター・グループ

 
（出所）雑誌記事・新聞等の公開資料をもとに野村総研作成
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図表Ⅱ－１９ ホテル売上効率 ADR（1 日 1 室当たり実質客室単価）上位 30※ホテ

ル 

順位 ホテル名 都道府県
ADR

1日1室あたりの実質
客室単価（円）

客室数 客室稼働率

1 フォーシーズンズホテル丸の内東京 東京都 57,286 57 76.1%
2 パークハイアット東京 東京都 51,376 177 84.6%
3 グランドハイアット東京 東京都 39,301 389 92.6%
4 ザ・ブセナテラス 沖縄県 36,046 407 81.7%
5 上高地帝国ホテル 長野県 35,913 75 83.2%
6 カヌチャベイホテル＆ヴィラズ 沖縄県 31,199 317 86.9%
7 八甲田ホテル 青森県 30,665 55 34.6%
8 万座ビーチホテル＆リゾート 沖縄県 30,248 399 75.5%
9 帝国ホテル 東京都 27,137 1016 79.3%
10 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテ 千葉県 25,849 802 84.4%
11 石垣全日空ホテル＆リゾート 沖縄県 25,665 317 75.6%
12 ホテル日航アリビラ 沖縄県 25,573 400 81.1%
13 ホテルドリームゲート舞浜 千葉県 24,816 80 86.8%
14 ホテルオークラ東京ベイ 千葉県 24,772 427 84.8%
15 ルネッサンスリゾートオキナワ 沖縄県 24,597 392 84.7%
16 ホテルオークラ東京 東京都 23,971 834 68.3%
17 浦安ブライトンホテル 千葉県 23,343 185 76.7%
18 東京全日空ホテル 東京都 23,135 873 85.5%
19 ホテル日航東京 東京都 23,078 453 79.3%
20 パレスホテル 東京都 22,695 389 69.7%
21 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 東京都 21,810 339 87.3%
22 京都ブライトンホテル 京都府 21,470 183 77.4%
23 東京ベイホテル東急 千葉県 21,440 703 84.8%
24 ザ・ナハテラス 沖縄県 21,303 145 70.6%
25 ホテルラフォーレ東京 東京都 21,234 248 73.2%
26 ホテルハイランドリゾート 山梨県 21,143 171 46.3%
27 東京ステーションホテル 東京都 20,181 58 96.2%
28 ホテルグランヴィア京都 京都府 20,140 539 89.2%
29 ロイヤルパームホテル 東京都 19,997 408 77.6%
30 はいむるぶし 沖縄県 19,896 140 71.9%  

※ プリンスホテルズ、ヒルトンホテルグループ、ウェスティンホテル、ザ・リッツカールトン大阪、コ

ンラッド東京、マンダリンオリエンタル東京、ウィンザーホテル洞爺などのホテルについては数値が

非公開であるため順位には入っていない。 
（出所）週刊ホテルレストラン（2006.11.10 号） 

 
 
②ホテルにとどまらない観光投資の拡大 

ホテル以外にも沖縄においては、全国的な動きと同様に外資によるゴルフ場の買収

がおこなわれている。ゴルフ場は、通期で収益を見込めることに加え、プレー料金の

値下げによって入場客を増やす本土とは異なり、単価の高い観光客の増加が見込める

という点で有望性があることから、外資、国内資本の激しい獲得競争がおこなわれて

いる。 
一方、国内資本による、団塊世代の移住需要を見込んだロングステイ滞在者・移住

者を対象としたマンション開発（本島）の動きもある。また、USEN がバブル崩壊後

の県内 大規模となる大型リゾート開発（ホテルにコテージ、エステ棟、チャペルな

どを加えた複合開発）を伊武部ビーチで進めている。さらに、地元企業のかりゆしホ

テルズが東京にあるエフエム東京や音楽プロデューサーの松任谷正隆氏と業務提携し、

沖縄独自の文化芸能等をおこなう大型屋外劇場を配したリゾート宿泊施設「ザ・ガー
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デニアヒルズ・オキナワ」の建設を予定している。 
以上のように、沖縄では、ホテル以外の分野における観光投資も拡大している。 

 
図表Ⅱ－２０ 近の主なホテル以外の買収、建設事例 

 
買収・新規建設企業 売却企業 施　　　　　　　　設 時　期

 ゴールドマン・サックス・グループ  パームヒルズゴルフリゾート  パームヒルズゴルフリゾート 2006年10月

 エートエス・ジャパン  エス・バイ・エル  宜野座カントリークラブ 2006年2月

 新沖縄観光開発  沖縄カントリークラブ 2007年2月

 新沖縄観光開発  中城ゴルフ倶楽部 2007年2月

 コンドミニアムの建設(糸満市) －

 大型商業施設の建設(豊見城市) 2007年予定

 ＵＳＥＮ －  エステ棟等各種リゾート施設の建設(恩納村) －

 琉信ハウジング、大京 －  ロングステイ型マンションの建設 －

－

 オリックス・グループ

 ゼファー

 
（出所）雑誌記事・新聞等の公開資料をもとに野村総研作成 

 
 
③事業再生から成長への移行戦略による開発事例 

沖縄では、地元企業の事業再生から成長への移行戦略による開発事例も一部でみら

れる。例えば、以下のリサ･パートナーズによる國場組支援の例があげられる。 
リサ・パートナーズは、これまで沖縄で地元行と設立した再生ファンドや中小基盤

整備機構等の出資する官民一体ファンドを手がけてきた経緯から、國場組の再生支援

をおこなうこととなった。これは 2006 年 3 月からスタートしており、本年度中には

支援が完了する予定である。 
國場組の案件では、過剰負債として金融機関から判断されていた國場組の貸付債権

を一括購入し、中長期的な成長も視野に入れつつ負債を適正水準にすべく再生支援を

行っている。具体的には、事業用不動産流動化や遊休不動産の売却だけでなく、コア

事業以外の事業譲渡による抜本的な負債の削減も実施している。これらにより 終的

には國場組の負債を適正な水準にすることにより金融機関からのリファイナンスとい

う形で再生支援を完了することになる。 
さらには、再開発案件を共同で手掛けるなど、将来的な収益を増加させる施策も実

施している。具体的には、那覇市国際通りの「（旧）國映館」跡地に新たな商業施設を

開発するプロジェクトを推進中であり、来年度には竣工の予定である。 
國場組は、沖縄で 大規模の企業グループであることから、他の関連企業への影響
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も大きい。また、リサ・パートナーズ自身も國場組の関連だけでなく沖縄での知名度

の向上により様々なビジネスへの参入の機会を得ることができることから、両者にと

って Win-Win の関係が形成されている。 
 
 
（３）観光投資による地域経済への影響 

 
①地元事業者の経営スキル向上 

外資等による観光投資の増加にともなう効果の第一は、沖縄県内に外資ファンドや

国際ブランドが参入し、機関投資家から厳しい経営監視がなされ、世界的水準の経営

ノウハウが流入することにより、県内のホテル事業者等の経営スキルが向上するとい

う効果である。例えば、外資ファンドが県内ホテルを買収した場合、ホテル事業者（オ

ペレータ）は定期的にファンドに対して経営状況を報告する必要があり、その際に日

本では使われていない各種経営指標の算出や理解を通じて、世界水準のホテル経営手

法を学ぶことが可能となる。 
また、県内ホテルが国際ホテルブランドと提携した場合、外国から 先端の経営ノ

ウハウを持った GM（ゼネラル・マネージャ）や財務担当者が派遣される例が多くみ

られ、沖縄のホテル事業者を直接指導することにより、国際的経営ノウハウを身に着

けたマネジメント人材が地域に集積する効果も徐々に出てきている。 
上記の具体的な事例としては、04 年に世界 大旧のホテルブランドであるマリ

オット・インターナショナルと業務提携を締結し、05 年に「沖縄マリオットリゾ

ートかりゆしビーチ」をオープンさせたかりゆしグループが挙げられる。 
結果的に同社は、施設を 07 年に米国ファンドであるローンスターに営業譲渡す

ることになった。しかし、同社はマリオットと提携したことにより人材育成、サ

ービスの質の向上、アッパーマーケット参入のノウハウなど、多くのことを学ん

だとして、マリオットグループとの業務提携の経験を高く評価している。 
特に、詳細なマーケティングによって、時間的（一定期間の集客に依存しない）、

客層的（修学旅行といった特性客層に依存しない）、場所的（那覇市のみに依存し

ない）に顧客ターゲットを分散する「ポートフォリオ戦略」の導入は、これまで

一定期間に集中する修学旅行生への依存度が高かった同社の競争力強化に大きく

貢献したという。 
このような経験を活かし、かりゆしグループは 08 年にもアッパークラスの顧客

を対象としたラグジュアリークラスの「沖縄かりゆしエグザスリゾート＆スパ」

を恩納村にオープンさせる予定である。 
 

②事業譲渡による観光施設の競争力強化 
沖縄県内では、航空会社グループのホテルや、地元事業者が経営してきたゴル

フ場等が、グループの経営方針転換や経営難等を理由に、新たに沖縄への参入を
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図る事業者に売却・事業譲渡されている。 
豊富な資金力と、 先端の経営ノウハウを有する新たな事業者が、既存の観光

施設を保有することによって、施設の増築・改修、ソフト面での魅力の向上、全

国を対象とした広報戦略等が展開されることとなる。これらの活動は、施設その

ものの魅力を向上させ、地域への観光入込客数の増加をもたらすだけでなく、沖

縄全体の観光リゾート地としての知名度や魅力の向上にも寄与すると考えられる。 
今後、沖縄が地域一帯として国際的リゾート地の地位を目指すにあたり、資金

力や経営ノウハウを有する事業者が地域のプレイヤーとして参入することは、地

域全体にもプラスの効果を有している。 
 
 
（４）観光地形成に向けた行政の取組み 
 

沖縄県では、10 年後の観光客年間 1,000 万人誘致を目指した観光振興計画「ビジット

おきなわ計画」を 2007 年 2 月に策定している。計画の重点施策は、「シニアマーケット

層の拡大」、「外国人観光客の誘客促進」、「コンベンションの誘致促進」、「リゾートウエ

ディングの推進」であり、海外からの観光客を 100 万人にまで増加させることが計画さ

れている。しかし、これらの施策はプロモーション活動等のソフト施策が中心であり、

今後の沖縄における観光投資及び開発をどのように誘導し、国際的水準のリゾート地域

づくりを行っていくかの戦略・施策についてはあまり明確になっていない。 
また、沖縄県では、観光産業活性化を目的に「観光振興地域」が複数個所設定されて

いるが、こうした制度とリゾート地づくり戦略との関係も明確にすることが重要である。 
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図表Ⅱ－２１ 「ビジットおきなわ計画」の概要 

ビジットおきなわ計画概要 
◆重点 4 項目 

○シニアマーケット層の拡大外国人観光客の誘客促進 
・ 民間等によるシニア向け観光商品開発の支援、官民一体となったシニア誘客 
・ シニアに特化した宣伝ツールの作成、シニア向け情報発信の強化 
・ NPO との協同によるバリアフリーツアーセンターの創設 

○外国人観光客の誘客促進 
・ 航空路線の拡充、チャーター便の誘致促進 
・ アジアに拠点を有するクルーズ会社への誘致要請活動の展開 
・ 国際旅行博覧会などへの出展、広報活動の強化 
・ 航空会社・現地旅行社と県内事業社とのマッチングによる魅力ある商品作りの支

援 
・ 多言語による施設内表示、接遇サービス拡充対する支援 

○コンベンションの誘致促進 
・ インセンティブツアー誘致に向けたキーパーソンの招聘、情報発信 
・ プロスポーツキャンプの誘致促進 
・ 世界規模の空手大会等の誘致 

○リゾートウエディングの推進 
・ 関連業界との連携による、展示会・商談会の開催促進 
・ リゾートウエディングに関するフォーラム等の開催 
・ 各種メディアによる情報発信の強化 

○その他 
・ 修学旅行の誘致 
・ エコツーリズムの促進 
・ 観光人材の育成 
・ フィルムオフィス機能の充実 
・ 観光まちづくりの推進 
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図表Ⅱ－２２ 観光振興地域 

 
   （出所）内閣府 HP(http://www8.cao.go.jp/okinawa/4/411.html) 

 
図表Ⅱ－２３ 観光振興地域における優遇措置 

 

（出所）沖縄県HP http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=233&id=775&page=1） 
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２）沖縄本島における観光投資の課題 
 
（１）観光資源・コンテンツ・施設面での課題 

 
①本島周辺離島及び東側地域のポテンシャル発掘と利用 

本島に近い離島（久米島、慶良間諸島等）や本島の東側地域は、観光リゾート地と

してのポテンシャルが高い。それらを顕在化させ環境に配慮した質の高い観光投資・

開発を進めていくことが課題の一つとして指摘されている。 
 

②高級リゾートホテルの投資促進 
沖縄では、世界のリゾート地と比較して、付加価値の高い高級リゾートホテルが不

足しており、外資等の投資を活用した高級ホテルの誘致が必要とされている。ただし

沖縄では、リゾートホテル建設にあたっては、環境保護への配慮が不可欠である。 
 

③沖縄の文化資源を活用した観光コンテンツの開発 
沖縄において、今後拡大が期待される高齢者マーケットでのシェア獲得や、観光客

の滞在日数増加による県内消費額増加を実現するためには、沖縄が有する独自の文化

資源を活用した新たな観光コンテンツの開発とその普及が望まれる。また、外国人観

光客の誘致にむけても、沖縄の文化資源を活かしたコンテンツは、ハワイやバリ、プ

ーケットといった海洋性リゾート地との差別化戦略に有効なものであると考えられる。 
このような動きは既に沖縄県内でも徐々にではあるが始動している。例えば、かり

ゆしグループはエフエム東京や音楽プロデューサーの松任谷氏等と共同で、恩納村に

5,000 人規模の大型シアターを有する大規模リゾート施設「ザ・ガーデニアヒルズ・

オキナワ」の開設を計画している。2010 年の開業を目指す同施設は、大型シアターで

沖縄独自の文化芸能等を披露することで、施設の差別化・高付加価値化を図るととも

に、長期滞在型施設としての位置づけを確保することを目指している。 
 

④国際的なリゾート・コンベンションの誘致促進 
アッパークラス層の地域への誘致を目指すうえで、コンベンションの誘致促進が果

たす役割は大きい。コンベンションを訪れる学識者や企業幹部、行政幹部等は一般的

に所得が高い上、コンベンションに併設される形で開催される各種イベントにおいて

も、主催者等からの高額な消費が期待される。また、国際的に著名なコンベンション

が沖縄で開催されることにより、沖縄の国際的な知名度の上昇が期待され、外国人観

光客誘致の円滑化にもプラスの効果を有すると考えられる。 
このように国際的なリゾート・コンベンションの誘致促進は、観光客一人当たりの

消費額の拡大、地元の MICE 産業の振興、国際的な知名度の向上などに寄与すること

から、沖縄が国際観光リゾート地になるためには不可欠な要素である。 
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しかし、国際的なリゾート・コンベンションを沖縄へ誘致するにあたり、いくつか

の課題が指摘されている。例えば、沖縄県内には「沖縄コンベンションセンター」（宜

野湾市）、「万国津梁館」（名護市）等のコンベンション施設が立地しているが、他の国

際的なコンベンション都市と比較してそのキャパシティは十分とはいえない状況であ

る。また、コンベンション誘致に不可欠な、周辺地域へのアフターコンベンション機

能の集積も不足している状態であり、これらの課題への対応が求められている。 
 
 
（２）観光投資面での課題 

 
①地域事業者との調和に配慮した県外からの投資促進 

沖縄県内への外資、国内資本による観光投資が活発化する中で、結果的に投資が失

敗する事例も見られる。具体的には、金融機関が保有する地元観光事業者の債権を買

い取った外資系ファンドが、事業再建策として雇用削減や地域事業者との取引削減を

掲げたことにより、地域から反対の声が挙がり、 終的には撤退を余儀なくされたケ

ースなどがあげられる。 
大型リゾート施設は地域経済の核となっている場合が多く、その事業方針の転換は

地域経済に大きな影響を与える。したがって、沖縄県内へ観光投資を誘致する際には、

外部の投資家や事業者に対して、地域事業者との協調や地域への影響を十分に考慮し

た行動を促していく必要がある。 
 
②地域事業者と外部資本との事業連携の促進 

県内の観光リゾート施設の運営に外部からの資金と経営ノウハウが導入されるこ

とは、沖縄の地域経済にプラスの効果をもたらしつつあり、地域の観光活性化にとっ

て、地域事業者と外資、国内資本との「Win-Win」（自分も相手も勝つ関係）を構築

する業務提携の推進が重要である。 
 
 

（３）観光誘客・消費拡大面での課題 
 
①沖縄を訪れる観光客一人当たりの消費額及び滞在日数の拡大 

沖縄では、1970 年代後半に 5 日を超えていた平均滞在日数は、2004 年度には 3.72
日にまで減少している。また、インターネットの普及によって厳しい価格競争が展開

されており、1987 年には 9 万円を超えていた観光客一人当たり県内消費額は、2002
度には 7 万円にまで減少している。 

一方、ハワイと比較した場合、ハワイの人口は 129 万人で沖縄は 137 万人とほぼ同

規模である。しかし観光の売上高は、沖縄が 4,125 億円であるのに対して、ハワイは
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1 兆円強と大きく差を開けられている状況にある（ＪＴＢ資料より）。 
この大きな差は、「滞在日数」×「一人当たりの消費額」の差と言い換えることがで

き、「滞在日数」と「一人当たりの消費額」をどれだけ増やすことができるかが沖縄県

の課題である。 
 
図表Ⅱ－２４ 観光客の平均滞在日数の推移  図表Ⅱ－２５ 観光客一人当たりの県内消費額推移 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
（出所）「平成 17 年版観光要覧」（沖縄県）     （出所）「沖縄観光の姿 18 年 3 月」（沖縄県） 

 
②対外的な観光プロモーション及びマーケティングの推進 

沖縄への来訪観光客数を増大させていくためには、余地の大きい新規国内観光客及

び外国人観光客の誘客が不可欠であり、そのためには、未開拓層や外国人を対象とす

る観光プロモーションとマーケティングの展開が重要である。 
国内客については、国内人口の約 60％は沖縄に来たことが無いというデータがあり、

国内における新規観光客には開拓の余地が十分残されている。これらの未開拓層に向

けたターゲットやプロモーション戦略の明確化といったマーケティング戦略づくりと

そのマーケティングを効果的に実施する体制整備が課題である。また、今後の観光産

業拡大には外国人観光客の誘致が欠かせないことから、海外に向けた海洋リゾートと

しての沖縄のマーティングや宣伝の強化も重要な課題である。 
 
 
（４）インフラ・サービス・人材面での課題 

 
①滞在者の満足を高める生活サービスの提供 

恩納村等の本島では、長期滞在客や移住者が増えているが、 近では一度沖縄に住

んでみたものの、生活面で物足りないことを理由に本土の都会にもどるケースも見受

けられることから、生活サービスの水準を本土と同程度にまで拡充することが課題で

5

6

7

8

9

10
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ある。 
 
②交通インフラの強化 

那覇空港の拡充や大型クルージング船の着岸できる港湾をはじめとする交通イン

フラの強化、本島や離島間の交通ネットワークの充実により、沖縄県全体としての滞

在期間の長期化を図ることが重要である。 
特に那覇空港については、3,000m の滑走路を有する同空港の年間発着回数は約 5.7

万回（平成 16 年）、旅客数は 1,350 万人（平成 17 年）となっており、発着回数では

全国 6 位、旅客数では 7 位となっている。島嶼性を有する沖縄への交通手段は、その

大半が航空路に依存しており、夏場を中心に沖縄県への玄関口となっている那覇空港

のキャパシティは限界に近づいている。現状のままでは、10 年後に観光入込客数 1,000
万人をめざす「ビジットおきなわ計画」の達成は難しいとの声が多く聞かれる。また、

同計画に記されている外国人観光客 100 万人の達成についても、チャーター便や定期

便就航の枠が限定されている現状が続く限りは、現実的な数値ではないとの意見も聞

かれる。 
 

③若年層を中心とする観光人材育成・定着の促進 

沖縄県では若年層の観光リゾート産業への関心が低く、一部で観光人材の不足が顕

在化しつつある。この背景として、観光産業の実態に関する情報が少なく「職業」と

しての実態が伝わっていない、従業員の早期離職により長期的な人材育成が困難、中

小企業には人材育成を行うだけの体力に乏しいといった課題があげられる。 
外資によるホテル等の買収の増加により、観光リゾート産業の社会的位置づけや人

気が上昇し、働く場として若者を惹きつける可能性があることから、観光人材の育成・

定着に向けた取組みを強化していくことが課題である。取組みとしては、例えば、観

光業の実態（特に仕事の面白さ）を伝えるプロモーションやインターンシップの拡充、

雇用促進機関などによるカウンセリングの充実、観光産業の基礎研修プログラムの開

発・実施、県内の主導的な企業による業界内での研修支援などがあげられる。 
 
 
（５）社会面での課題 

沖縄本島の一部地域や、退職者層を中心に長期滞在・移住ニーズが急増している石垣

島では、観光及び住宅関連の不動産投資が集中することによる土地バブルの発生と広が

りが危惧されている。こうしたミニバブル的現象の急拡大による無秩序な乱開発を防ぐ

ため、地価監視区域制度等の早めの措置を講ずることが重要である。 
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３－２.石垣地域における観光投資の現状と課題 
 
１）石垣地域における観光投資の現状 
 
（１）対象地域 

 
①地域概要 

石垣島は１９の島々からなる八重山諸島の政治、経済、教育、交通、運輸の中心地

で、沖縄県内では沖縄本島、西表島に次ぐ３番目に広い島（約 230k ㎡）である。 
地理的には、北緯 24 度の位置にあり、ハワイやマイアミ等の世界的な海洋リゾー

ト地とほぼ同緯度に位置し、平均気温は約 24 度と年間を通して温暖な気候風土とな

っている。また、美しい海とサンゴ礁に囲まれ、多様な自然景観と伝統文化が共存し

ている。 
石垣島が本土に返還された昭和 47 年時の人口は約 3.5 万人。その後、人口は増加

傾向にあり、平成 18 年時点では 4.8 万人にまで拡大している。人口増加の主な要因

は、他地域に比べ高い出生率と長寿化に起因する自然増に加え、他地域からの移住に

支えられる社会増の両面である。近年では特に、東京圏や大阪圏といった大都市圏か

らの移住者が増加している。 
 

②交通アクセス 
石垣空港には、ＪＴＡ（含、ＲＣＡ）とＡＮＡが就航しており、本土の羽田空港、

関西国際空港、神戸空港、及び那覇空港を始めとする県内各地の空港との定期便が就

航している。かつて中部国際空港、広島空港、福岡空港への定期便も就航していたが、

現在は休止している。 
平成 19 年 2 月には、石垣空港にＣＩＱが設置され、台湾とのチャーター便などで

入国する外国人観光客等を受け入れる機能が追加された。これは 3 年程前から、市が

国へ要請していた結果であり、新たに建設されることが決定されている新石垣空港の

国際空港化に向けた第一歩として位置づけられている。 
空港から市街地へのアクセスは車で 10 分弱程度となっており、アクセスは非常に

良好である。島内の主要観光地である川平地域、米原地域へは同じく車で 30 分程度

となっている。 
市街地に面する海岸沿いには石垣港が立地しており、八重山諸島への玄関口となっ

ている。台湾への定期便も就航している。 
 
 
（２）観光入込客の動向 

 
①国内観光客の著しい増加と観光収入の拡大 
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沖縄の本土復帰年である昭和 47 年における石垣島への観光客数（推計）は約 3.7
万人。その後、新婚旅行ブームや東京等の大都市圏との定期航空路就航、市の観光キ

ャンペーン等によって順調に観光客数（推計）は増加し、平成 18 年度には 76.8 万人

にまで拡大した。 
特に、平成 14 年度にＮＨＫ朝の連続ドラマで人気を博した「ちゅらさん」や、沖

縄出身のアーティストの活躍などに起因する沖縄ブームの影響は大きく、ニューヨー

ク同時多発テロやＳＡＲＳなどで落ち込んでいた観光客を呼び戻すだけでなく、それ

まで海外に流出していたリゾート需要を石垣に呼び込むきっかけとなった。 
平成 14 年度の調査によると、石垣市を訪れる観光客の平均宿泊日数は 3.8 日。約 5

割がリピーターであり、約 7 割がもう一度石垣を訪れたいと回答している。 
観光客の増加は、島の観光収入の増加につながり、昭和 47 年度の約 5 億円（推計）

から平成 18 年度には約 536 億円へと 100 倍以上に拡大している。物価の変動を加味

したとしても、同市における観光産業のウェイトはここ 30 年で急激に増している。

なお、近年の観光収入の伸び悩みの主要な原因は、観光客の滞在日数の減少と、旅行

会社の価格競争の激化にともない一人当たり島内消費額の低迷であると推測されてい

る。 
 
 

図表Ⅱ－２６ 石垣市の観光客数及び観光収入の推計 
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（出所）石垣市提供資料 
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②行政の戦略的な観光キャンペーンの展開 
石垣市は、戦略的な観光キャンペーンを展開しており、観光客増加の要因となって

いる。以下に、代表的な観光キャンペーンとその概要を記載する。 
 

 日本一早い海開き（昭和 55 年～） 

亜熱帯海洋性気候に属する石垣島では、冬季でも海水温は 19℃程度となってお

り、一年を通して海水浴は可能ではあるが、敢えて 3 月上旬に「日本一早い海開

き」イベントを開催。全国のニュースで取り上げられることを通じて、石垣をＰ

Ｒするとともに、もともと閑散期であった 3 月の観光客増加を狙ったキャンペー

ン。 
その結果、3 月の観光客数は劇的に増加し、現在では月別で も多い観光客数

を記録するに至っている。 
 

 冬でも亜熱帯キャンペーン（昭和 58 年～） 

冬季には雪に閉ざされ、室内で過ごすことを余儀なくされ、寒さや日照時間不

足からリウマチなどの障害に苦しむ山形県の住民をターゲットに、「冬でも亜熱帯

キャンペーン」を展開。その後、キャンペーンを東京へも拡大。 
閑散期である冬場の観光客数の増加に大きく寄与し、通年リゾート地としての

地位確率に寄与した。 
 

 ＩＴＵトライアスロン・ワールドカップ石垣大会（平成 8 年～） 

昭和 62 年から、トライアスロン大会が開催されていた石垣市では、基幹 産

業である観光産業の振興と、市民の国際交流の機会拡大を目的に、ＩＴＵトライ

アスロン・ワールドカップを誘致。 
豊かな自然環境と、空港から市街地及び大会会場へのアクセスの良さが決め手

となり平成 8 年からワールドカップ開催地に指定される。以来、毎年 30 カ国程

度の国から 100人以上のトップアスリートが集まる国際的なスポーツイベントが

開催されるとともに、併催される一般人参加トライアスロン大会にも島外から

1,000 人以上の参加者（家族や応援を含めるとその数は数倍に達する）が島を訪

れ、石垣の知名度向上に貢献している。 
 
なお、パリに本社を置く世界的なリゾートホテルグループであるクラブメッド

が、石垣市川平地区に「クラブメッドカビラ」の建設に際して、このトライアス

ロンＷ杯参加選手の石垣島に対する高い評価が投資判断の決め手になったといわ

れている。 
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図表Ⅱ－２７ 国内リゾートランキング（専門家評価） 

スコア

魅力度 将来性 魅力度 将来性

1 2 軽井沢 長野県 5.9 0.9

2 1 石垣島・小浜島 沖縄県 5.7 1.4

3 2 恩納村・ブセナ・読谷村 沖縄県 5.6 0.9

4 4 オクマ・本部・カヌチャ 沖縄県 5.5 0.8

5 4 草津 群馬県 5.4 0.8

5 4 宮古島 沖縄県 5.4 0.8

7 4 ニセコ 北海道 5.3 0.8

7 9 箱根 神奈川県 5.3 0.5

9 19 裏磐梯・磐梯高原 福島県 5 0.1

9 11 那須高原 栃木県 5 0.3

9 8 湯布院 大分県 5 0.6

12 15 富良野 北海道 4.8 0.2

12 11 大沼 北海道 4.8 0.3

12 27 北軽井沢 群馬県 4.8 -0.2

12 9 八ヶ丘南麓（清里・大泉・小淵沢） 山梨県 4.8 0.5

12 19 蓼科・車山・白樺湖 長野県 4.8 0.1

17 46 キロロ 北海道 4.7 -0.7

17 24 ルスツ 北海道 4.7 -0.1

17 11 伊豆高原 静岡県 4.7 0.3

20 24 日光・霧降高原 栃木県 4.6 -0.1

20 24 志賀高原 長野県 4.6 -0.1

所在都道府県地域名
順位

 

《調査方法》 
・ 日経産業消費研究所の観光地評価研究会が全国のリゾート事情に詳しい専門家を対象に行った「国

内リゾート地ランキング」に関するアンケート調査結果 

・ 「大人が 3 泊以上するという想定で楽しめる」などの基準で、研究会が 49 地域をリストアップ。 

・ 研究者、コンサルタント、業界関係者らを対象に 9 月に調査を実施し、66 人から回答を得る。 

・ 回答者が 5 年以内に実際に行ったことがある地域について、魅力度 1～7 点、将来性は「10 年後の

成長性」について現状維持を 0 点としプラス･マイナス 2 点の間で評価。 

（出所）日本経済新聞（05 年 11 月 7 日）より石垣市観光課編集 
 

図表Ⅱ－２８ 観光客数の月別推移 
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（出所）石垣市観光課    
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 ③長期滞在者、永住希望者の増加 
近年の顕著な動向として、長期滞在者と永住希望者の増加傾向が挙げられる。以前

から、リピーターとして幾度となく石垣島を訪れる間に、島の自然環境に魅力を感じ、

移住を決意するケースは見られたが、その数が増加している。 
その要因の一つとして、観光客の増加によって母数そのものが増えたことがあげら

れる。一方で、川平地区、米原地区を中心に資金的に余裕のある“団塊の世代”が 2
地域居住あるいは移住先として住居を建設するケースも増加しているようである。 

しかし、このような永住希望者の中にはメディアの「石垣では 10 万円で 1 ヶ月過

ごせる」といった情報を鵜呑みにした安易な移住希望者も多く、生活苦に陥るものも

少なくないという。また、リゾート施設での短期就労を目的に、島を訪れた若者が契

約期間が切れた後も島にとどまり、職もなく住み続けるケースも多いとのことである。 
 

図表Ⅱ－２９ 石垣島地図 

 
竹富島

新石垣空港
（平成24年開業予定）

石垣空港

石垣港

名蔵地区

川平地区

米原地区

於茂登岳

中心市街地

田原ﾆｭｰﾀｳﾝ

ｸﾗﾌﾞﾒｯﾄﾞｶﾋﾞﾗ

新空港沿道

竹富島

新石垣空港
（平成24年開業予定）

石垣空港

石垣港

名蔵地区

川平地区

米原地区

於茂登岳

中心市街地

田原ﾆｭｰﾀｳﾝ

ｸﾗﾌﾞﾒｯﾄﾞｶﾋﾞﾗ

新空港沿道

 

 
 

石垣空港からの所要時間（車利用） 

・ 市中心部：約 8 分から 10 分 

・ 田原ﾆｭｰﾀｳﾝ：約 5 分 

・ 名蔵地区：20 分程度 

・ 川平地区：30 分程度 

・ 米原地区：30 分程度 
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（３）観光投資の動向 
① 川平地区 

ａ）地区概要 

日本百景にも選ばれている川平湾は石垣島一番の観光スポットで、石垣島内で

もビーチリゾートとして早くから開発された地区。北部には県内 高級の外資

系リゾートホテル「クラブメッドカビラ」が立地しており、観光客の人気が集

中する地区。 
 

ｂ）観光投資の主要プレイヤー 

昭和 47 年の本土復帰当時、川平地区に限らず石垣島の沿岸部分の 9 割程度は

本土資本に買い占められた。しかしその後、地主達の買戻し運動により、その

多くが地元住民の手に戻ってきた。このような経緯から川平地区で販売されて

いる土地の多くも、地元住民所有のもので、仲介も地元の不動産業者が中心に

行なわれている。 
土地の買い手は、沖縄への長期滞在や永住を希望する大都市圏の富裕層が中心。

中でも、団塊の世代の別荘、住居用の土地ニーズが顕著に高まっている。 
 

ｃ）観光投資の特徴 

数百坪単位の中型から大型の別荘用地が中心に販売されている。売買価格は過

去は坪 2 万円前後で安定していたが、近年の川平地域への別荘ブームを背景に、

坪 5～15 万円程度にまで高騰している。 
平均的な物件の販売価格は、土地で 2,000～3,000 万円程度。建物を入れると

3,500～5,000 万円程度とやや高価格。石垣島では、建築資材の輸送コスト高と、

台風対策として鉄筋コンクリート構造が主流であることを原因に、建築コスト

が沖縄本島、本土よりも高くなる傾向がある。 
一部では、4 階建程度の中型マンション施設も建設されている。 

 
川平地区の別荘 
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②米原地区 
ａ）地区概要 

川平地区と並ぶ人気を誇るビーチリゾート。特にファミリー層からの人気が高

い。以前から、海岸沿いには別荘や移住者の住む住居が建設されている地域。 
 

ｂ）観光投資の主要プレイヤー 

住宅大手のダイワハウス工業（本社大阪市）と、石垣資本の興ハウジングが提

携し、7 万 3,500 ㎡の敷地に 13 階建と 5 階建各 1 棟の宿泊施設とコテージ 5 棟、

計 330室からなる、総事業費約 90億円の大規模リゾート施設の建設計画を発表。 
地元住民の一部が、環境破壊への懸念と、隣接地の農業振興地域除外手続きの

不備（住民の総意を得ていないとの理由）から建設反対運動を展開。この反対運

動を受け、当初計画を見直し、8 万 2,000 ㎡の敷地に 大 5 階建ての宿泊施設を

建設する、建物の低層化を発表した。低層化の実現には、市が制定した景観条例

が強く影響している。 
しかし、依然として反対住民との協議が続けられており、計画は難航している。 

 
ｃ）観光投資の特徴 

      観光投資と異なり、短期～中期の滞在客をターゲットとした、リゾートホテル

建設に係る観光投資。石垣島で計画されている 大の投資案件。その規模の大き

さ故に、自然環境への影響を危惧する声が一部の住民から起きている。 
      しかし、建設賛成派の住民も数多く存在する。賛成派は、自然環境への影響を

考慮しながらも、地域の振興のためには外部資本の投下が不可欠であるとの考え

方。 
 

図表Ⅱ－３０ 「米原リゾート」当初計画案完成予想図・現状写真 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出所)左：「Save Yonehara」ホームページ（http://www.save-yonehara.org/sb.cgi?month=200612） 

    右：米原ビーチ現況写真（野村総研撮影） 
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③名蔵地区 
ａ）地区概要 

西は東シナ海、東は丘陵地帯に面する海岸沿いの細い平地が続く地域。南部に

はラムサール条約の登録湿地であるアンパル湿地が広がる。 
これまで観光地としての大規模な開発は行われてこなかった。 

 
ｂ）観光投資の主要プレイヤー 

東京に本社を置く、不動産取引業の㈱ゼファーが宅地開発及び販売を計画（「石

垣島・名蔵住宅開発プロジェクト」）。㈱ゼファーは那覇市内に支店を持ち、沖縄

本島での「那覇タワープロジェクト」や「富崎ショッピングセンタープロジェク

ト」、宮古島でのリゾートホテル買収など、沖縄県内での投資を積極的に展開して

いる。 
 

ｃ）観光投資の特徴 

     ㈱ゼファーは当初、200～300 戸規模の低層戸建て住宅の建設・販売を計画。

島外からの別荘としての需要や移住先としての需要を対象とした宅地開発を発表。

その後、自然環境への影響を危惧する住民の反対運動を受け、当初計画から開発

規模を縮小し、建設を進める。 
     もともと低層住宅開発の計画であったため、市の景観条例の影響を受けること

なく、建設が実現した。 
 

図表Ⅱ－３１ 石垣島・名蔵住宅開発プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

（出所）左：(株)ゼファーＨＰより 
右：野村総研撮影     
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④田原ニュータウン周辺地区 
ａ）地区概要 

田原ニュータウン地区は市中心部と石垣空港の中間地点に位置する地域。近年、

マンション建設が盛んなこともあり、中規模のショッピングセンター等の建設も

進められている。 
 

ｂ）観光投資の主要プレイヤー 

 沖縄本島の不動産会社等が、地区の地主にマンション開発を提案し、仲介手数

料やコンサルティングフィーを等を得るビジネスモデルを展開している。マンシ

ョン開発の資金は、地主が不動産会社の助けを借りて銀行からの融資によって調

達しているケースがほとんど。 
開発されるマンションは、分譲マンションと短期賃貸マンション（ウィークリ

ーマンション）の 2 タイプが主流。前者は 1,000～3,000 万円の価格帯が中心。

なお、石垣島中心部のマンションは、土地の少なさと建築資材の輸送コストの高

さから、以前から高価格で取引されており、一般的に那覇新都心と同水準といわ

れている。 
 

ｃ）観光投資の特徴 

     分譲タイプのマンションは、島住民の買替需要と島外からの永住希望者、別荘

購入需要を対象に建築されている。短期賃貸マンション（ウィークリーマンショ

ン）は、島外からの長期滞在需要に対応したものであるが、そのターゲットは観

光客だけでなく、島内のホテル等のリゾート施設で働く従業員も含まれている。 
     石垣島に限らず、リゾート施設の多くは 3～12 ヶ月程度の短・中期のアルバイ

トを数多く抱えいる。ウィークリーマンションは、このようなアルバイト従業員

の寮として借り上げられている。 
     また、石垣島への永住を希望する者が、数ヶ月程度の準備期間として島内のウ

ィークリーマンションに仮住まいするケースも多く見られる。 
 

  写真 田原ニュータウンで建設ブームが起きているマンション 
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⑤中心市街地 
ａ）地区概要 

空港からおよそ１０分程度に位置し、行政施設や商業施設などが立ち並ぶ。ホ

テルや民宿、マリンレジャー、飲食店なども多く集積し、観光客と住民が集まる

地域。 
 

ｂ）観光投資の主要プレイヤー 

市中心部に建つ大型ホテル「ホテル日航ホテル八は、日本航空のホテル事業縮

小に伴い、07 年 3 月にローンスターグループに売却。売却額はＪＡＬプライベー

トリゾートオクマ（沖縄県国頭村）と同じく 3 月に売却されたホテル日航那覇グ

ランドキャッスル（沖縄県那覇市）を保有する別の子会社の株式とあわせて 150
億円程度。 
同様に、ＡＮＡグループもホテル事業を展開する子会社の全株式を米大手証券

会社モルガンスタンレーに 2,813 億円で売却。このことで、石垣市中心市街地に

立地していた石垣全日空ホテル＆リゾートの所有権も、モルガンスタンレーの関

連会社城山プロパティーズに譲渡された。 
 

ｃ）観光投資の特徴 

     石垣市の観光産業発展を支えてきた、航空会社系ホテルの売却。ＪＡＬの場合

所有権は外資系に移ったものの、運営はＪＡＬホテルズが引き続き担当する。Ａ

ＮＡホテルも雇用は維持されることが決まっているが、運営主体はインターコン

チグループに変わる可能性がある。（調査中） 
 
（４）観光投資による地域経済への影響 

現状では、観光投資および観光客の増加が地域経済に与える影響は限られたものであ

ると認識されている。その主な原因は、沖縄本島を含め県内への観光客の多くが旅行代

理店を通じて宿泊先等を予約しているため、マージン率が高く、地元業者の利益率は非

常に低いというものである。 
また、雇用面でも従来から島内で事業を営んでいた事業者よりも、近年、東京圏を始

めとする本土からの移住者によって観光客へのサービスが提供されていることから、従

来の事業者へのプラスの効果は限定的であると考えられている。 
さらに、ホテル等の宿泊施設で発生する雇用についても、地元の若者はホテル等での

就労を望まない傾向が強いことから、域外からの短期就労者が就労しているため、島の

失業率低下には寄与していないとの見方が強い。 
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２）石垣地域における観光投資の課題 
 
（１）地価バブルの懸念と対応 

石垣島への観光投資が活発化することにより、同島の地価は急激に上昇している。 
市中心部の取引価格は 18 万円/坪で変化は見られないが、その周辺部は 10 万円/坪で

安定していた地価が 13 万円/万円に、川平地区や米原地区などのビーチリゾート周辺は

その土地の環境にもよるが、従来 2～3 万円/坪であった地価が 5～15 万円/坪に高騰して

いる。 
しかし、価格上昇の原因は、実需に支えられたものであり、投機的な売買は特に行わ

れていないという。中には、不動産業者に地価を大きく下回る水準で土地を売却してし

まう地元民もいるという。また、下水道等のインフラが整備されていない土地を知らず

に購入する本土の人間もいるという。 
このような問題に対し、市がＨＰ等に「石垣島で土地売買、住宅等建築を        

計画されている皆様へ（ご注意）」というサイトを構築し、注意の呼びかけをしている。

（http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/110000/110100/tochi/index.html） 
 
 

（２）マンションの過剰供給の改善 
沖縄資本の不動産会社が、地主にマンション建設を提案し、投資を誘発している田原

ニュータウンや新空港沿道部については、明らかに需要過多の状態に陥っている。 
不動産会社のビジネスモデルは、仲介手数料を得るものであるため、リスクを負って

おらず、投資回収リスクは全て地主が負っている。一般的に地主は、金融機関からの借

り入れによって、マンション建設費を調達しているため、将来的に債務の返済が大きく

のしかかる可能性が危惧されている。 
商工会や市は、過剰投資であることを懸念しているが、純粋な民間の投資であること

もあり、具体的な事前策を提示できない状態にある。 
 
 
（３）地域住民と移住者とのディスコミュニケーションの改善 

東京圏や大阪圏をはじめとする本土からの移住者が増加している石垣市では、地域住

民と移住者との間のコミュニケーションが一部不十分であるケースが見られ、コミュニ

ケーション不足に起因する摩擦も生じている。移住者の中には、地域のコミュニティに

溶け込もうとせず、地域の自然保護活動などに無関心な者もいるという。このような移

住者に対して地域住民は憤りを感じており、移住者の増加を疎む原因となっている。 
また、沖縄ブーム以前に石垣に移住したものと、それ以降に移住したものとの間にも

一部摩擦が生じている。以前からの移住者は、周囲を自然に囲まれた土地だからこそ移

住を決意した者も多く、周辺が新たに別荘地として開発されることを良く思っていない

という。 
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（４）地域住民への観光投資波及効果の啓蒙 
石垣島への観光投資の増加が、以前から石垣島に住む住民に波及していないという意

識が根強い。観光投資によって増加する観光客が地域に落とす金の多くは、本土の旅行

会社、ホテルを経営する本土企業、ホテルで働く本土から来た短期従業員、マリンスポ

ーツ店などを営む本土からの移住者に渡っている。このようなことから、農業や漁業を

営む従来からの地域住民の中には、観光投資あるいは観光産業そのものを歓迎していな

いのが現状である。 
こうした状況を打開するために、石垣市では地域住民に対し、観光産業振興が地域経

済に与える効果の啓蒙活動を実施している。また、商工会では全国商工会連合会の「小

規模事業者新事業全国展開支援事業」の補助金（800 万円）を受け、旅行会社を介する

ことなく、観光客と地域を直接つなぐ「着地型観光」の実現に向けた取組みを展開して

いる。 
 

図表Ⅱ－３２ 「観光産業振興が地域経済に与える効果」の説明資料 
（石垣市が地域住民への啓蒙活動に実際に用いている資料） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）石垣市観光課 
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（５）自然環境の保全 
移住者の増加、観光客の増加を望まない農業関係者や漁業関係者の中には、住宅やホ

テル等の開発が自然環境に悪影響を与えているとして、反対活動を行うものもいる。 
実際に、宅地開発時などに表層部の赤土が削られ、下水道等を通じて海へ流れ込み、

サンゴの白化現象の一因となっている。 
しかし、サンゴの白化現象はここ数年で始まったことではなく、主な原因は農地開発

や下水道の未整備などであるとの指摘もある。石垣島の中心部に下水道が整備されたの

はここ数年のことで、人口密度の低い北部地域は依然として下水道が整備されておらず

生活排水が海に直接廃棄されている。また、サンゴ白化現象の主要な原因は、地球温暖

化に伴う海水温の上昇であるとの見解を示す専門家も存在する。 
 
 
３）国際リゾート地への発展に向けた方向性 
 
（１）本島との連携による国際リゾート地としての役割分担 

石垣島は本島以上の豊かな自然を有し、国内観光客が急増するなど、リゾート地とし

ての高いポテンシャルを有している。また、新たに建設される新石垣空港によって、島

への輸送能力は格段に増加し、国際航路の誘致も市を中心に積極的に進められている。 
このようなポテンシャルの高まりを活用して、沖縄県本島との連携を強化し、地域一

帯としての国際リゾート地としての地位確立が期待される。特に、石垣島には北部を中

心に広大な平地が残されていることから、大規模な国際コンベンションの誘致に向けた

コンベンション施設の建設と、アッパークラスを対象とした宿泊施設やアフターコンベ

ンション施設の設置が期待される。 
 
 
（２）地域住民、地域事業者との連携による観光まちづくりの推進 

石垣島への観光ニーズ、移住ニーズの高まりを背景に、一部では計画性のない開発の

動きも見られるのが現状である。また、観光投資および観光投資の増加が地域経済に与

える影響が小さいという構造的な問題も抱えている。 
前者については、石垣市が平成 19 年 4 月に策定した「石垣市風景計画」によって、3

つの基本風景域と 18 の風景地区ごとに開発ルールが設定されたことにより、自然環境・

景観と観光開発の両立が可能な地区開発の可能性が高まっている。 
後者についても、市を中心に地産池消などの推進や、観光投資が地域経済に与える影

響に関する啓蒙活動の推進など、観光まちづくりの実現に向けた動きが活発化している。 
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参考 石垣市風景計画景観形成基準（概要） 
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（出所）石垣市ホームページ（http://www.city.ishigaki.okinawa.jp） 
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４．長崎県における観光投資の現状と課題 
 

本章ではまず、近年韓国資本による観光投資が活発化している長崎県全域における、観

光投資の現状を分析する。その後、長崎県内でも特に韓国人観光客の増加が顕著で、地域

経済にも大きな影響を及ぼしている対馬地域を対象に、詳細な事例紹介を行い、その実態

と課題について分析する。 
 
４－１. 長崎県全体における観光投資の現状と課題 
 
１）長崎県における観光投資の現状 
 
（１）観光客の動向 

近年、九州を訪れる韓国人客はビザ廃止、ウォン高、日本ブームの影響を受け、急

速に増加している。 
長崎県でも韓国人観光客の増加は著しく、平成 7～11 年において 50,00 人日程度で

推移していた韓国人宿泊客延滞在数は平成 17 年には約 323,000 人日へと、約 6 倍に

増加している。この中には、韓国資本によるゴルフ場買収の影響による観光客の増加

も含まれている。平成 10 年頃まで、長崎県への韓国人ゴルフ客は年間 1,500 人程度

であったが、現在その数は 6～7,000 人へと増加している。 
また、以前は韓国人ゴルフ観光客は、単身での来日客が大半を占めていたが、近年

では家族を連れて長崎を訪れる客が増加しているという。これは、ゴルフ客として長

崎を訪れ、長崎に慣れ親しんだ者の中には、リピーターとして家族を連れて長崎を訪

れるものがいるためであると考えられている。なお、父親がゴルフをしている間、そ

の家族はハウステンボスなどを訪れるのが一般的であり、ゴルフ場だけでなく周辺施

設の活性化にも寄与していると考えられている。 
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図表Ⅱ－３３ 長崎県内の外国人宿泊客延滞在数（人） 
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（出所）長崎県観光統計 
 
 
（２）観光投資の動向 

 
①韓国資本によるゴルフ場買収 

韓国国内では、ゴルフブームが熱を帯びており、ゴルフ人口は 300～400 万人とも

言われている。一方で韓国国内のゴルフ場は厳しい開発規制などの影響で、180 コー

ス程度しか存在せず、会員権はソウル近郊では数千万円と非常に高価格で取引されて

いる。このような韓国のゴルフ場事情を背景に、韓国資本による九州地方のゴルフ場

買収が相次いでいる。 
日本にはゴルフ場が約 2,400 コース存在し、完全な飽和状態にあり経営難が続く状

態。経営主体は次々と経営破綻に追い込まれ、ゴルフ場は割安な価格で取引されてい

る。そのことに着目した韓国資本が、韓国から距離的に近く、気候も温暖な九州地方

のゴルフ場の買収に乗り出しているのである。 
長崎県では、現在韓国資本が 3 つのゴルフ場を保有しており、ホテルや旅行会やな

ど、周辺事業への追加投資も行われている。その実態を事業主体ごとに紹介する。 
 
 

平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

総計 259,172 419,067 503,100 503,304 399,996 433,724 405,424 442,653 436,505 575,223 672,761

アジア計 68,159 73,608 74,982 95,386 75,751 87,374 97,615 80,925 86,313 99,261 108,423

韓国 27,167 46,048 57,154 15,645 53,705 92,189 87,130 173,247 222,270 263,867 322,996

台湾 146,798 251,749 295,481 265,545 171,645 157,517 129,321 117,660 80,719 143,368 175,932

香港 3,885 22,286 54,333 91,208 63,254 68,597 67,271 46,881 18,237 27,885 25,493

中国 6,133 8,866 9,705 20,930 19,588 9,655 11,093 14,134 8,699 26,516 23,905

その他 7,030 16,510 11,445 14,590 16,053 18,392 12,994 9,806 20,267 14,326 16,012

備考

①アジア通貨危
機

②「長崎～ソウ
ル」運休

①中国団体観光
ビザ解禁

②②「長崎～ソ
ウル」再開

①同時多発テロ

②観光連盟に
「海外誘致課」
設置

①台湾対策本格
的取組み開始

①SARS
①中国、韓国で
反日運動
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ａ）韓国産業洋行 
・ 韓国国のゴルフ場備品販売会社、韓国産業洋行は、ゴルフカートの製造・販売

を手がける子会社の日本法人を通じて、長崎市内のペニンシュラオーナーズゴ

ルフクラブが運営する「長崎国際リゾート」を約 13 億円で 04 年 3 月に買収。

「ペニンシュラカントリークラブ」として再建した。 
・ 04 年 12 月には福岡県の「福岡レイクサイドカントリークラブ」を 9 億 6 千万

円で買収し、かねてから所有する千葉県内のゴルフ場とあわせて 5 コースを保

有するにいたっている。 
・ また、06 年には同ゴルフ場から車で 30 分ほどの位置に立地するコラソンホテ

ル（佐世保市）を買収し、「ペニンシュラカントリークラブ」との一体的な運営

に乗り出している。 
・ 韓国産業洋行は、ゴルフ場およびホテルの買収に当たり、リストラや大幅な賃

金カットをしない方針を掲げており、いずれの施設においてもリストラなしに

黒字転換に成功している。 
・ 成功要因は、既存の国内ゴルフ客に加え、韓国からのゴルフ客を積極的に誘致

している点である。韓国からのゴルフ客誘致にあたっては、韓国国内に日本へ

の送客を専門に扱う旅行会社「UPS 観光旅行社」を新たに新設している。同社

は「ペニンシュラカントリークラブ」を中心に、鹿児島、福岡、宮崎のゴルフ

場と提携し、韓国人に人気の温泉やテーマパーク、湾内クルーズといった観光

を加えたパッケージツアーを販売。韓国人ゴルフ客から高い人気を得ている。 
・ その結果、「ペニンシュラカントリークラブ」を訪れるゴルフ客の 2 割程度は韓

国人客となっており、その増分によって、事業の黒字転換に成功している。 
・ この成功を受け、韓国産業洋行は現在、鹿児島と佐賀のゴルフ場を買収するこ

とを計画しており、日本における事業拡大を積極的に展開しようとしていると

いう。 
ｂ）ハンファグループ 

・ 韓国の財閥企業「ハンファ」は民事再生法を申請中の長崎空港カントリー開発

が所有する「長崎空港カントリークラブ」（琴海町）と、付帯する宿泊施設を 04
年 8 月に約 20 億円で買収。なお、同ゴルフ場の造成費用は 90 億円程度であっ

たと言われている。 
・ ハンファグループは同ゴルフ場および宿泊施設を「オーシャンパレスリゾート」

として再建し、既存の日本人客に加え、グループ幹部の利用や、グループの接

待ゴルフの場として利用している。 
 

②韓国資本による対馬への投資 
韓国浦項市に本社を置く観光船運行会社の大亜高速海運が、対馬―釜山間の航路を

開設した。また、同航路の活性化を目的に、対馬に直営ホテル「大亜ホテル」を建設

した。それ以来、対馬には韓国人登山客、韓国人釣り客が多数訪れるようになり、そ
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の数は年間 4 万人にまで至っている。 
 ⇒詳細は「4.2 対馬地域における観光投資の現状と課題」にて記述 

 
 
（３）観光投資による地域経済への影響 
  

①地域産業への波及効果 
以前は長崎県内を訪れる韓国人観光客の大半は、韓国企業の企画するパックツアー

客であり、韓国企業と契約する特定の施設のみで消費をしていたことから、地域経済

への波及効果は限定的であると考えられていた。 
しかし、現在では個人旅行客の割合が急速に増加しており、域内の飲食店や土産物

屋等での消費が急増しているという。また、ゴルフ客も単身客から家族連れへと変化

することにより、家族による周辺施設での消費が拡大しており、その波及効果は大き

なものになっているとのことである。 
韓国人観光客の受け入れに際し、長崎県では周辺事業者への事前の啓蒙活動を積極

的に行ってきた。宿泊施設や飲食店の事業者を集め、韓国人観光客の受け入れに関す

るメリットやデメリットを説明し、その上で韓国人客を取り込もうとする業者を集め

てクレジットカードの取り扱いや、韓国語による商品紹介などの取組みを推進してき

た。事業者は事前に韓国人観光客受け入れによるメリットとデメリットを理解してい

たことから、特段問題は起きておらず、波及効果は次第に拡大している。 
 

②地域住民、日本人観光客の反応 
韓国資本がゴルフ場を再建するにあたり、雇用を確保したことによって、従業員と

の摩擦は生じておらず、おおむね順調に運営が進展している。 
買収されたゴルフ場は、もともと経営が破綻していたため、雇用が守られたことを

地域として歓迎している。また、韓国資本によって設備の大幅な改修や、ゴルフコー

スへのカートの導入などが進められたことから、既存の日本人会員からも好評を得て

いる。 
日本を訪れるゴルフ客の多くは、韓国国内の富裕層であることから、比較的マナー

もよく特段の問題は起きていないという（声の大きさなどに戸惑う日本人客も若干い

るが、大きな問題にはなっていない）。特に、ハンファグループの所有するゴルフ場を

訪れる韓国人観光客は、財閥のエリート層が中心であることから、海外旅行に慣れた

者が多く、地元からも歓迎されているとのことである。 
 
 
（４）長崎県における観光投資の課題 

長崎県では、知事の意向のもと平成 13 年に海外誘致課を設立。県内の観光関連事

業者からの出向者から組織される長崎県観光連盟と一体的な誘致活動を展開してきた。 
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海外誘致課では、韓国、中国、台湾、香港など、国・地域ごとに担当者を設定し、

それぞれの地域での観光客のニーズに関する情報収集や、誘致活動を徹底的に実施し

てきた経緯がある。そのため、外国人観光客に関する情報が集積し、海外事業者との

人脈の構築にも成功しており、外国人観光客の誘致は非常にスムーズに展開すること

ができた。 
しかし、唯一、対馬地域への韓国資本による投資と、韓国人観光客の爆発的な増加

だけは、県の予想外の出来事であった。そのため、事前に地域の事業者や住民に対す

る啓蒙活動を実施することができず、問題が生じてしまったとのことである。 
 ⇒詳細は「4.2 対馬地域における観光投資の現状と課題」にて記述 
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４－２. 対馬地域における観光投資の現状と課題 
 
１）対馬地域における観光投資の現状 
 
（１）対象地域 

①地域概要 

対馬市は 04 年 3 月に 6 町が合併し誕生した一島一市の自治体であり、南北 82km、

東西 18km、約 700k ㎡（東京 23 区：約 620k ㎡）の広さを持つ。対馬市の人口は、

約 3 万 8 千人で、ピーク時の昭和 30 年代から半数程度にまで減少している。 
同市の主な産業は、漁業と土建業である。かつては島の総面積の 89％を占める森林

資源を活用した林業が盛んであったが、安価な輸入材の影響で衰退している。また近

年の公共事業の削減の影響で、主要産業のひとつである土建業の落ち込みが顕著であ

る。 
 

②交通アクセス 

航空路としては対馬空港から福岡空港へ 1 日 6 便（ジェット 2 便、プロペラ 4 便）、

長崎空港へ 1 日 4～5 便（プロペラ機）が就航している。航路は市南部の厳原港と市

北部の比田勝港にそれぞれ、博多港との国内定期便が就航している。また、厳原港か

らは週 4 便、比田勝港からは週 2 便、韓国釜山港からの定期航便がある。 
過去 10 年間の航路・航空路利用状況を見ると、一定して年間 50 万人強が航路・航

空路を利用しており、その 8～9 割が福岡県との往来となっている。 
 

図表Ⅱ－３４ 対馬の航路・航空路利用状況 
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（出所）対馬市提供資料より作成 
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（２）韓国人観光客の動向 
  

①韓国人観光客数の推移 

対馬への韓国人観光客のほぼ 100％が大亜高速海運の運行する航路で入国しており、

福岡空港あるいは長崎空港からの航空路を通じて対馬を訪れる韓国人観光客は極めて

少数である。したがって、以下の図表に示す「厳原・比田勝港の韓国人入国者数」は

対馬への韓国人観光客数とほぼ同数値であると言える。なお、対馬を訪れる韓国人以

外の外国人観光客は年間 100 人に満たない規模となっている。 
平成 11 年 7 月の釜山・厳原間、釜山・比田勝間の定期航路開通によって翌年には

7,500 人の韓国人観光客が対馬地域を訪れた。「つしま大亜ホテル」開業後の翌年には

その数は 1 万人を超え、その後もリピーターの増加や、口コミによる知名度の向上に

よって、観光客数は増加を続け、平成 16 年には 2 万人を突破した。 
愛知万博に合わせて実施された韓国人観光客に対する短期査証（ビザ）免除措置に

よって、韓国人観光客数は急激に増加し、その後の暫定延長措置、および恒久化によ

って現在では年間 4 万人以上の韓国人が対馬地域を訪れるようになっている。また、

近年のウォン高・円安の影響で、日本への海外旅行が身近になっていることも、対馬

地域だけでなく日本全体への韓国人観光客の増加につながっている。 
定期航路開通直後は、ほぼ全員が釜山市内からの観光客であったが、近年では大邱

（テグ）市やソウル市からの観光客も対馬を訪れるようになっており、正確な統計デ

ータは整備されていないものの、その数は年々増加しているとのことである。 
 

図表Ⅱ－３５ 厳原・比田勝港の韓国人入国者数の推移 
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注）H11 は航路開通後の 7 月以降の数値 

（出所）対馬市資料 
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②韓国人観光客のニーズ 

対馬地域を訪れる韓国人観光客のニーズは以下のように整理することができる。 
○登山⇒韓国国内の登山愛好家にとって、常緑樹に覆われた対馬の山々は非常に

魅力的に映る。特に白獄や有明山の人気は高く、リピーターも多い。 
 
○釣り⇒韓国国内の釣り場は、乱獲等の原因で大型魚を釣ることが難しくなって

いる。対馬は日本でも有数の釣り場であり、チヌやメジナといった大型

魚が釣れることで有名。韓国の釣り愛好家にとって非常に魅力的な釣り

場となっている。 
    韓国人釣り客のリピート率は非常に高く、船宿に竿を預け、月に数回訪

れる者も少なくない。 
 
○温泉⇒韓国人に、日本の温泉は人気が高い。対馬市内には複数の温泉施設が点

在しており、登山や釣りの後に温泉を訪れる観光客が多い。 
 
○初めての海外旅行⇒韓国人の多くは海外旅行の経験がなく、初めての海外旅行

先として、治安面やホスピタリティに優れ、文化的にも魅力的な日本を

選ぶ者が多い。その中にあって対馬は、距離的にも韓国に近く、文化・

歴史的にも韓国と密接な関係をもっていることから、釜山市民を中心に

人気が高い。 
また、釜山から対馬への旅行費用は韓国国内の観光地であるチェジュ島

（済州島）への旅行費用と同額程度である。国内旅行と同程度の金額で

海外旅行に行ける身近さも、人気の原因となっている。 
 
○韓国国内での免税品購入⇒釜山港には大型の免税店が立地しており、出国の際

に 400 ドルまでは免税で購入することが出来る。対馬を訪れる韓国人観

光客の中には、釜山で免税品を購入しフェリーで対馬を訪れ、わずか数

時間滞在した後、韓国に日帰りするものも相当数含まれている。 
 

なお、韓国国国内の旅行会社が用いている対馬ツアーのキャッチフレーズとしては、

“安くて近い”、“韓国と歴史的に関わりが深い”、“魚介類（特にアワビ）がおいしい”

などがあげられる。 
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③対馬を訪れる韓国人観光客像 

対馬を訪れる日本人観光客の 8 割程度が個人客であるのに対し、韓国人は 9 割以上

が団体客となっている。韓国国内の旅行会社が企画する対馬旅行ツアーに参加し、対

馬市内は貸切の観光バスで移動するのが一般的である。 
現在、主流となっているのは 1 泊 2 日の団体ツアーである。以前は、2 泊 3 日の団

体ツアーが主流であったが、韓国人旅行客の増加により定期便数が増加したことを受

け、ツアーの短期化が進んだ結果である。その中でも、土曜日から日曜日の 1 泊 2 日

のパックが人気を集めている。近年、リピーターを中心に徐々にではあるものの、個

人客が増加傾向にある。個人客には、一度、団体ツアーで対馬を訪れ、次回は家族を

連れて訪れるパターンが一般的であるという。 
韓国人入国者数の月別分布を整理したのが以下の図表である。韓国の休暇期間であ

る 3・4 月、7・8 月に需要が高まる傾向にある。冬季は気温が低下し、登山に適さな

いことから、需要が低下する傾向にある。 
韓国人観光客の多くが、登山や釣りなどを好む中高年齢層となっており、休暇期間

中にはファミリー層も若干ではあるが含まれている。なお、所得階級としてはいわゆ

る一般層がほとんどであり、九州本土にゴルフ旅行で訪れる一部の中・高所得者層は

対馬にはほとんど訪れていない。 
 

図表Ⅱ－３６ 厳原・比田勝港の韓国人入国者数の月別分布（平成 17 年） 
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注）平成 18 年は 盛期である 8 月初頭から中盤にかけて、「シーフラワー2」の故障によって定

期便が運行休止となっていたため、より実態を反映している平成 17 年のデータを使用してい

る 

（出所）対馬市資料より作成 
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（２）観光投資の動向 
 
①韓国資本による韓国・対馬間の定期航路開設 

対馬は韓国と地理的に近接しており、韓国南部の大都市である釜山市とは直線距離

で約 50km となっており、距離的には約 140km 離れた福岡市よりも近い。歴史的に

も韓国からの影響を強く受けてきた背景を有する。 
平成 8～9 年度にかけて、韓国との国際航路解説による観光・文化経済活動の発展

を目的に、長崎県を事業主体として国内航路の発着点である厳原港ターミナルビルに

隣接する形で、CIQ（Customs，Immigration，Quarantine）施設を含めた厳原港国

際ターミナルビルを建設（事業費約 1.5 億円。完成後、旧厳原町へ移管）。 
旧厳原町と長崎県の航路誘致活動の結果、平成 11 年 7 月より韓国浦項市に本社を

置く観光船運行会社の大亜高速海運が、釜山港と厳原港および比田勝港間※1 に高速旅

客船シーフラワー号（426 トン、定員 240 名）による定期便を開設することが決定し

た。現在はシーフラワー2（555 トン、定員 376 名）が就航中である。大亜高速海運

は韓国人の海外旅行ニーズが徐々に高まりつつあることと、日韓ワールドカップの共

同開催等による日本旅行の高まりなどを背景に、主に韓国人の対馬旅行需要を対象と

して同航路の設置を決定した。料金は片道で、厳原・釜山間 7,500 円（韓国での発券

は 5.7 万ウォン）、比田勝・釜山間 6,500 円（同 5.7 万ウォン）、所要時間はそれぞれ、

2 時間 40 分、1 時間 40 分となっている。 
なお、大亜高速海運による定期便開設以前は、釜山・博多間を航行しているビート

ルがニーズに応じて臨時寄港することがあったほか、国内資本が不定期で定員 18 名

の小型船で釜山・厳原間を航行していた。大亜高速海運による定期便開設以前に、厳

原港国際ターミナルビルへのビートル就航を打診したが、日本人の利用ニーズが見込

めないことや、対馬への寄港によって 1 時間のタイムロスが生じることを理由に、断

念された経緯がある。 
※1：比田勝港には CIQ が設置されておらず、国際港としての機能を有していないが、厳原港

の CIQ が出張することで対応。 

 
厳原港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ            厳原港国際ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙと船着場 
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図表Ⅱ－３７ 対馬市地図 

 

比田勝港

厳原港
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壱岐・博多港へ
（九州郵船・大川海運）

長崎空港へ
（ｵﾘｴﾝﾀﾙｴｱﾌﾞﾘｯｼﾞ）

福岡空港へ
（ｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝ）

博多港へ
（九州郵船・大川海運）

釜山港へ
（ジャパン大亜）

中心市街地

三宇田海水浴場

有明山

異国の見える丘
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福岡まで
約140km
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長崎空港へ
（ｵﾘｴﾝﾀﾙｴｱﾌﾞﾘｯｼﾞ）

福岡空港へ
（ｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝ）

博多港へ
（九州郵船・大川海運）

釜山港へ
（ジャパン大亜）

中心市街地

三宇田海水浴場

有明山

異国の見える丘
展望台

釜山まで
約50km

福岡まで
約140km
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②韓国資本によるホテル施設の建設 

航路開設当初、大亜高速海運は釜山港・厳原港間に週 5 回、釜山港・比田勝港間に

週 2 回の定期便を就航させていたが、乗客数の伸び悩みから減便を余儀なくされるな

ど、苦しい経営を強いられることとなった。 
この状況を背景に、大亜高速海運は本業である観光船事業のテコ入れ策として、旧

厳原町に韓国人旅行客をターゲットにしたホテル施設の建設を計画した。同計画が、

旧厳原町の企業誘致対象要件（10 名以上の新規雇用、1,000 万円以上の資本投下）を

満たしていたため、町の誘致対象認定を受け、町有地約 2,700 ㎡（5 年間の無償供与

措置）へのホテル施設建設が平成 13 年 2 月に決定した。 
この決定を受け、大亜高速海運は日本法人㈱ジャパン大亜を設立。2 億 4,350 万円

の建設費を投じて「つしま大亜ホテル」を平成 13 年 7 月に開業。「つしま大亜ホテル」

の開業を受け、同施設を宿泊先とした団体ツアーが、韓国の中小旅行会社によって数

多く開発され、対馬地域への韓国人観光客数が急増する結果となった。 
同ホテルの宿泊料は、1 泊朝食付 5,000 円～7,000 円程度とリーズナブルなことも

あり、韓国人観光客が数多く訪れる週末は一年を通じてほぼ満室、平日の稼働率も高

く年間を通じて 60～70％程度の稼働率となっている。また、年間宿泊客数は 1 万人

程度で、内 85～90％程度が韓国人観光客、10～15％程度がビジネス客を中心とした

日本人となっている。同ホテルはアルバイト等の臨時従業員を含め、約 20 名程度の

雇用を創出している。韓国人従業員は支配人、マネージャー（2 名）、受付の計 4 名。

残りは対馬市で採用された日本人従業員となっており、10 名以上の正規雇用を創出し

ている。 
なお、大亜高速海運ではホテル施設等の新規投資については、現段階では計画され

ていない。あくまで本業である観光船業のための施設であるという位置づけとなって

いる。 
図表Ⅱ－３８ つしま大亜ホテル施設概要 

建物構造 鉄骨 3 階建て、29 室、定員 72 名 

敷地面積 約 2,700 ㎡ 

延床面積 1,322 ㎡ 

総建設費 2 億 4,350 万円 

従業員数 計 20 名程度 

韓国人：4 名 

日本人：正規 10 名程度＋アルバイト数名 

年間宿泊人数 約 1 万人程度 

回転率 60～70％程度 

（出所）大亜ホテルへのヒアリング調査結果より野村総合研究所作成 



 
 
 

 76

大亜ホテル全景            大亜ホテルからの眺望 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③大型リゾート施設の開発計画 

韓国人旅行客の増加を追い風に、対馬市では市内へのホテルとゴルフ場を備えた、

大型リゾート施設誘致活動を展開している。以前、地元資本を中心にした計画が頓挫

したこともあり、現在は国内大手ホテル業者（非公表）と協議を進めており、具体的

な進出計画が議論される段階にある。 
国内ホテル業者以外にも、大型リゾート施設の日本国内進出を希望する韓国系資本

が複数存在するが、対馬市としては韓国人観光客だけでなく、日本人観光客の需要に

も対応することができる施設の建設を目指している。国内大手ホテル業者との協議が

進展しない場合は、韓国資本によるリゾート開発に切り替える可能性もあるが、現時

点では国内資本による開発を優先する方針とのことである。 
 
 
（３）長崎対馬地域の立地産業・施設 

韓国人観光客の増加を受け、対馬地域では在日朝鮮人や韓国人が経営する店舗が複数

進出している。進出している業態は、土産物屋、民宿、居酒屋などで、いずれも空き店

舗等の既存施設を買収あるいは賃貸し、リニューアルする形式での進出となっている。

なお、国内資本の新規投資はほとんど進んでいない状態である。 
 
免税店※2（06 年進出）              飲食店 

 
 
 
 
 
 
 

※2：関税が無税になる“Duty-Free”ではなく、消費税等の付加価値税が無税になる“Tax-Free” 
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（４）観光投資による地域経済への影響 
 
①観光客の消費行動による波及効果 

平成 18 年における対馬市の国内外観光客実数は約 34.6 万人（長崎県観光振興推進

本部調）、その観光消費額は約 91.7 億円と推計されている。また、長崎県の調査によ

ると同県を訪れる韓国人観光客の一人当たり消費額は 1 万 5 千円～1 万 6 千円※3 と推

計されており、この金額に対馬地域への韓国人観光客数約 4 万 2000 人を乗じると、

地域に約 6～7 億円程度の直接効果が生じていると推計される。 
地元商業者は、日本人観光客に比べ韓国人観光客が地域に落とす金額は小さいとい

う感覚をもっている。飲食店ではメニューにハングル文字表記を加えるなどの工夫は

している店舗も多いが、それ以上に積極的な取組みをする店舗はほとんど存在しない

とのことである。 
※3：県全体の数値であり、必ずしも対馬を訪れる韓国人観光客の消費額を正確に反映していない

点に注意が必要 

  
②市財政への影響 

つしま大亜ホテルを所有・運営する、㈱ジャパン大亜は企業誘致にかかる優遇策の

対象となっており 5 年間の法人税免税措置期間にある。来年度以降、法人税が課税さ

れるが、その額は数十万円程度であり、市財政に与える影響はごくわずか。同様に施

設にかかる固定資産税も市財政全体に与える影響はごくわずかである。 
雇用創出効果としては、つしま大亜ホテルで韓国人従業者 4 人を含めた 20 名程度

の新規雇用が創出されている。 
韓国人観光客の消費に伴う経済波及効果については調査が実施されておらず、詳し

い数値は推計されていないが、韓国人観光客の増加による税収効果は限定的であると

考えられている。 
 
 ③市内事業者への経済効果 

○ホテル・旅館業者 

⇒対馬市内の宿泊業者は、韓国人観光客を受け入れる業者と、基本的には受け入れ

ない業者に大分されている。前者は韓国ツアー会社と交渉し、韓国人団体客を受

け入れることによって稼働率を向上させている。その反面、韓国人のマナーの悪

さ等を避ける日本人観光客の足が遠のく結果を招いている他、韓国ツアー会社の

値引き交渉によって一人当たり利益額の低下も生じている。 
 また、韓国人観光客を受け入れている宿泊業者の中には、運送業免許を有する業

者もおり、宿泊客を対象とした貸切バスの運行などによって利益を上げている業

者も存在する。 
○民宿・船宿 

⇒韓国人釣り客の取り込みに成功しており、稼働率は向上していると推測されてい
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る。 
○運送業者 

   ⇒市内で唯一バスを運行している対馬交通は、宿泊業者と提携し、韓国人観光客を

対象とした貸切観光バスを運行させ、利益を上げている。 
    市内に複数存在するタクシー業者や個人タクシー事業者については、言葉の壁が

ネックとなり、韓国人観光客を取り込むことが出来ていない。 
○飲食店 

   ⇒宿泊先施設での食事が基本的にツアーに組み込まれており、市内飲食店への経済

効果は限定的。一部、バスツアーなどであらかじめ契約を結んでいる飲食店に立

ち寄ることもあるが、韓国ツアー会社の価格交渉が厳しいことから利幅は小さい

とのこと。 
また、日本を訪れる際に、ラーメンやキムチなどを持ち込み、宿泊先等で自炊を

する観光客も多い。 
○その他 

   ⇒対馬土産として海産物は人気が高く、特にアワビが好まれている。ウォン高の影

響もあり、韓国よりも安く購入できることが人気の要因。 
    また、薬局で販売されている一部の医薬部外品も、韓国で口コミで人気が広まっ

ており、多くの韓国人が土産として購入している。 
 
 
（５）観光投資の現状に対する地元の評価 

 
①否定的な見方： 韓国資本による利益独占 

これまで外資系資本の地域参入の経験がまったくなかった対馬地域では、つしま大

亜ホテルの進出のインパクトは大きく、急激に増加する韓国人観光客へのとまどいが

見られる。また、もともと 1 次、2 次産業のウェイトが大きく、観光産業が未発達で

あったことから、外国人観光客の増加を地域経済に還元するコンテンツが整備されて

おらず、商業者の意識も低い。 
このようなことから、韓国人観光客の増加による利益を享受している地元資本は限

定され、多くが韓国資本に流出している状況にある。地元住民の間では「いずれ対馬

は韓国資本に乗っ取られてしまうのでは」という考えを持つものの少なくないという。 
今後も韓国人観光客の増加を地域経済に還元する仕組みを構築することが出来な

ければ、観光客と地元住民とのトラブル等に拍車をかけかねず、ビジネスチャンスを

逸する可能性が危惧される。 
 
②肯定的な見方： 国際観光産業の発展による地域経済活性化 

林業、土木業の停滞に加え、漁獲高の落ち込みの影響で地域の主要産業がいずれも

衰退する対馬地域にあって、国際観光産業は次世代の主要産業としてのポテンシャル
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を有している。 
韓国人の対馬旅行ニーズは、釜山市民を中心としたものから韓国全土へと拡大しつ

つあり、ハード・ソフト両面のインフラが整備されさえすれば、更なる観光客の増加

は容易であると指摘されている。 
日韓の文化や習慣の相違に起因した摩擦についても、近年は緩和傾向にあり、さら

なる啓蒙活動の展開によって問題を解決することも可能であると考えられる。また、

地域商業者への啓蒙活動と、成功事例の作りこみ・発信によって、地元商業者による

対韓国人観光客ビジネスの活性化も可能であるとの意見も聞かれる。 
 
 
２）対馬地域における観光投資の課題 
 
（１）社会インフラ・機能・サービス面での課題 

定期便開設後 7 年間で、市人口を越える 4 万人以上の韓国人観光客が訪れるようにな

った対馬地域では、外国人観光客を迎え入れるために必要なハード・ソフトのインフラ

が量・質ともに不足している。ヒアリング調査から、不足するハード・ソフトのインフ

ラとして以下のものがあげられる。 
  ①宿泊施設の不足 

     現在、対馬地域の全宿泊施設を合計しても、1 日あたり 大 2,100 人程度のキ

ャパシティとなっており、 繁期である春季・夏季の週末などには予約が取れな

い状況となっている。また、 大規模の宿泊施設でも定員は 80 名程度で、地域

に大型ホテルがないことも課題となっている。 
  ②宿泊施設の老朽化 

     対馬地域の宿泊施設の多くは老朽化が進んでおり、インターネットが利用でき

る施設はごくわずかであるなど、韓国人だけでなく日本人観光客の一般的なニー

ズにも対応できていない状況にある。 
③クレジットカード決済への対応の遅れ 

     韓国人観光客の消費額が少ない要因のひとつに、地域商業者の多くがクレジッ

トカードに対応していない点が挙げられる。韓国は世界に冠たるクレジットカー

ド社会であり、一部の小額決済以外ではクレジットカードで決済することが一般

的である。 
     市中心部に新たに設置された再開発ビル「Tiara」でクレジットカード決済を

導入したところ、韓国人から好評を博し、アパレルを中心にこれまで売れること

のなかった商品が売れ始めている。このことからも、韓国人の潜在的なニーズは

高いと推測される。 
  ④両替所の不足 

対馬地域では、唯一、地元地銀である十八銀行が円・ウォン両替を扱っている

が、両替所が不足しているとの声が韓国人観光客からあがっているという。また
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手数料の高さも不満の要因となっている。 
  ⑤通訳人材の不足 

     韓国人個人観光客が増加しない要因のひとつに、対馬地域の観光関連業界に、

韓国語あるいは英語に精通した人材が不足している点が挙げられる。市内の看板

や交通案内には韓国語訳が付けられているが、実際に韓国語を話せる商業者はお

らず、英語での対応にも苦慮している。 
再開発ビル「Tiara」で地元日本人と結婚した韓国人を、韓国人観光客の対応係

として配置する「韓国語支援センター」を商工会が県の補助を受け設置したとこ

ろ、韓国人から好評を得ている。その結果、韓国人観光客の消費額も増加したこ

とから、観光関連業者を対象とした日常韓国語教育を行政主導で行うことも検討

されている。 
  ⑥ニーズに対応し切れていない地域観光資源整備の状況 

対馬を訪れる韓国人観光客からは、対馬は自然は豊富だが、他の観光スポット

がない、あるいは整備されていないという声が聞かれる。特に、寺社・仏閣など

日本文化をイメージして訪れる観光客のニーズには対応し切れていない。 
また、海産物と一部の製菓を除けば、これといった対馬土産がないことも不満

の原因となっている。韓国人観光客は着物や浴衣、扇子といったいわゆる日本的

な土産品に対する購入意欲が高いという。 
 
 
（２）文化的相違を背景とした地域住民・韓国人観光客間の摩擦 

対馬地域では、韓国からのホームステイ受入れ、韓国関連イベントの開催などを通じ

た交流が長年取り組まれてきており、韓国文化に対する理解は高い地域であるが、急激

な観光客の増加によって、地域住民との摩擦が生じている。また、地域住民間でも韓国

人観光客の増加によるメリットを享受している主体と、デメリットを被っている主体の

間で摩擦が生じている。 
これらの問題は、行政や地域住民の取組みによって緩和の方向に向かっているものの、

依然として地域の大きな問題となっている。 
①ゴミ問題 

韓国人の観光ツアーの行き先では、韓国人が立ち去った後にゴミが放置されて

いることがよくあるという（韓国から持ち込まれた食材等の包装であるため、韓

国人観光客のゴミだとわかる）。韓国人に人気の高い、島北部の三宇田海水浴場に

も多くのゴミが捨てられ地元住民との摩擦の原因となっている。 
観光客に人気のある登山コースでも、ゴミの放置に加え、木にリボンを結び付

けるなど、自然破壊につながる行動が目立つという。 
  ②騒音、マナー問題 

     韓国人観光客が夜間に騒ぐ、大声でホテルの廊下で話すなどして、地域住民・

日本人観光客から苦情が寄せられることが頻発している。韓国人観光客を受け入
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れている宿泊施設では、徐々に日本人客が減少する傾向があるという。 
     また、韓国人に人気の温泉施設でも、浴槽内で歯を磨く、タオルを持ち込むな

ど、日本人から見ればマナー違反を犯す者が多く、摩擦の原因となっている。地

域住民の中には、事前に韓国人団体客の予定を施設に問い合わせ、時間帯や日程

をずらして施設に来る者も多いという。 
     飲食店でも、韓国人の大声による会話や、食習慣の違いに戸惑う商業者が多い。

中にはハングル文字で「韓国人お断り」という看板を掲げている飲食店もあり、

これを見た韓国人学識者が憤慨し、日本への渡航をやめるよう韓国中に触れ回ろ

うとしたこともあるという（その際は事前に抗議を受けた市役所が対応し、表面

化は回避）。 
  ③商習慣の相違 

     韓国人観光客の中には、土産物屋等で執拗に値切り交渉をするものが多い。そ

のような商習慣に慣れていない地元業者は困惑している。 
  ④漁業組合との摩擦 

韓国人釣り客は朝早くから夜遅くまで、大人数で釣りをすることが多く、その

光景を見た地元漁民は漁場が荒らされるとして強い警戒心を持っている。対馬で

は、昭和 42 年に施行された「外国人漁業の規制に関する法律」によって外国人

の“まき餌”釣りを禁止している。しかし、事情を知らない韓国人が“まき餌”

釣りをし、漁場を荒らしているとして苦情を申し立てている他、その状況を黙視

している遊船業者（釣り船業者）との摩擦も生じている。 
現在、遊船業組合と漁業組合等の代表者で「対馬沿岸海域利用協議会」を立ち

上げ、議論をしている段階。 
 

温泉施設「湯ったりランド対馬」      再開発ビル「Tiara」 
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（３）長崎対馬地域に望まれる取組みの方向 
 

以上のような課題を解決し、長崎県対馬地域が国際観光拠点として発展していくた

めに必要な取組みの方向としては、以下の論点が想定される。 

 
○韓国資本観光投資を起点とする地域経済活性化戦略の策定 

・韓国資本の観光投資誘致戦略の策定・実行 
・観光投資による経済波及効果の算出、地域主体への周知 
・観光投資誘致による地域経済活性化戦略の策定 
・地域主体間の利害調整 

○観光人材の育成 
・通訳人材の育成、地域の退職在日朝鮮人の有効活用 
・ネイチャーガイド等、グリーンツーリズム人材の育成 
・地域商業者の語学力養成 

○観光コンテンツの充実（韓国人消費の喚起） 
・韓国人観光客ニーズ調査 
・国内資本旅行会社による観光ルート、観光ツアーの開発 
・地域特産品等を活用した高付加価値型商品の開発 
・国内他地域（壱岐等）との連携による広域コンセプトの発信 

○国際観光地としての機能整備 
・大型リゾート施設の誘致 
・宿泊施設の増設 
・既存宿泊施設のリニューアル（インターネット対応等） 
・金融サービスの充実（クレジットカード決済、両替等） 
・DFS の設置 

○対外発信機能の強化 
・韓国語パンフレット、観光 web サイトの充実 
・韓国国内の観光系コンベンションへの出展 
・対馬釜山事務所、長崎県ソウル事務所等の機能拡充 
・「対馬アリラン祭」等の日韓交流イベントの拡充、要人招聘 

○観光ルールの徹底 
・韓国ツアー会社との連携 
・韓国人観光客へのガイドブック配布 
・船内でのアナウンスの徹底 

○包括的取り組み 
・国際観光特区、モデル地区指定による網掛け 
・開発進捗状況の定点観測・モニタリング 
・地元実態調査の定期的実施（不動産取引、雇用、企業立地、消費実態等） 
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５．事業再生型の事例にみる観光投資の現状と成功要因 
 

本章では、地方における事業再生型の観光投資事例（成功事例）をいくつか取り上げて、

その現状と成功要因の概略を整理する。 
 

１）会津東山温泉３旅館の統合事業再生 
 

会津若松温泉は、会津若松観光の宿泊拠点として成長してきたが、平成４年をピーク

に宿泊客は減少に転じ、衰退の一途をたどってきた。これに危機感を持った地域金融機

関が政策投資銀行と共同で、再生可能な地区内３老舗旅館（千代滝、不動滝、新滝）を

対象に統合・一体再生に取り組んだ。 
事業再生の基本スキームは、「地元金融機関等による企業再生ファンドの創設＋ファン

ド出資の受け皿会社への事業譲渡＋専門オペレーターの導入＋既存３旅館の会社の特別

清算」である。 
本再生事業は、中小規模の旅館について、複数の統合によるスケールメリットを活か

したケースとして、全国温泉地の面的再生のモデルケースになるといわれている。 
本事業再生の成功要因としては、旅館運営ノウハウに優れたオペレーターのもとで、

３旅館を統合し経営資源を集中させたこと、これまで培ってきたブランドイメージを損

なわないような措置（事業譲渡）をとったこと、他の旅館がモラルハザードを起こさな

いように配慮したこと、モニタリング・重要決定事項のための外部の目も取り込んだ「経

営協議会」を設置したこと、などがあげられる。 
 
 

２）リップルウッドによるフェニックス・シーガイア・リゾートの再生 
 

2001 年アメリカの投資会社のリップルウッド・ホールディングス（現在は、RHJ イ

ンターナショナル）は、倒産したシーガイアのグループ３社の事業を引き継いだ。資産

は同社が買収し、シーガイアグループ傘下のフェニックス社が経営する形態をとった。 
ゴルフ場以外の施設運営は、アメリカのスターウッド社（シェラトンブランドを展開

する企業）へ委託した。ゴルフ場の運営は、アメリカのゴルフ場運営会社トウルーン・

ゴルフへ委託した。スパ施設の開業は、シンガポールのパンヤンツリーホテルズ＆リゾ

ーツに委託した。その後、スターウッド社との契約を運営委託から FC に変更し、同社

のノウハウを吸収したフェニックス社による直接運営体制に移行した。 
再建は徐々に成果をあげており、リゾート全体の利用者は 2002 年度 105 万人、2003

年度 107 万人、2004 年度 117 万人と着実に増加している。 
以上のように、事業再生にあたって、世界的な専門オペレーターのノウハウを活用し

たことが、シーガイア・リゾート施設及びサービスのクオリティはもちろんのこと、ブ

ランドイメージ創出・維持に大きく貢献した。また、ゴルフ場、温泉施設を整備するな
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ど富裕層をターゲットにした経営再建を進め、客単価を向上させることに成功した。さ

らに、近年は韓国・中国からの観光客誘致を積極的に行い、国内集客にもテコ入れを行

い稼働率は上昇しつつある。 
 

図表Ⅱ－３９ フェニックス・シーガイア・リゾート全体マップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）フェニックス・シーガイア・リゾートホームページ http://www.seagaia.co.jp/ 
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３）国際ブランドと高度経営ノウハウ導入によるヒルトン成田の再生 
 

2001 年にイシン・ホテル・グループが、大阪のロイヤルホテル所有のリーガロイヤル

ホテル成田を買収し、ホテル運営事業者として国際展開するヒルトングループとフラン

チャイズ契約を締結し、ヒルトン成田として再建させた。同施設は、グローバルにホテ

ル事業を展開するヒルトンのブランド力と、全世界に拡がる顧客基盤を活用するととも

に、イシン・ホテル・グループの持つ高度な経営ノウハウを導入することによって、客

室稼働率は買収前年（2000 年）の 67％から 88％（2003 年）に上昇、収益も大幅に改

善された。 
また、イシン・ホテル・グループは買収した施設の雇用を継続する基本方針を掲げて

いることから、地元経済にとってもこの買収は、ホテルが有する雇用創出効果や経済波

及効果を活用するという側面から意義があったと考えられる。一方、急激に日本国内で

の事業拡大を進めるイシン・ホテル・グループにとっても、雇用の継続は、買収に伴う

地元経済との協調・協力関係づくり、早期の事業体制整備等の面でメリットがあったと

推測される。 
 

図表Ⅱ－４０ ヒルトン成田の事業スキーム 

ロイヤルホテル イシン

ヒルトン成田

売却

所有

運営

ヒルトン

ＦＣ契約

ノウハウ提供

ブランド名使用権

経営陣派遣

ロイヤリティ

 

 
（出所）野村総研作成 
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４）星野リゾートによるリゾナーレ小淵沢再建 
 

親会社マイカルの倒産を受けて、民事再生法の適用を申請していた「音楽の森」が経

営するリゾートホテル「リゾナーレ小淵沢」の営業権を、星野リゾートの子会社 HMS
が 01 年に 25 億 1,100 万円で買収。土地・建物とともに従業員 120 名を引き継ぐ。 

旅行形態が団体客中心から個人客中心へと変遷する中で、経営難に陥っていた同施設

の再建策として、個人客を中心に滞在型のリゾート需要にターゲットを絞った経営転換

を実施。従業員のホスピタリティ向上と、顧客 DB の構築によるリピート率の向上を目

指すことで、買収 3 年後には黒字化に成功。以降、高客室稼働率と収益確保を実現して

いる。 
経営者が変わり、経営方針が刷新されることで、同じ施設でも赤字から黒字へと転換

することが可能となる。上記事例では、軽井沢の星野温泉のリノベーションで実績を持

つ、星野社長のもと、マーケティングの徹底、顧客 DB の構築、従業員のモチベーショ

ン向上施策の展開等によって経営再建に成功した。 
 
 

図表Ⅱ－４１ リゾナーレ小淵沢全体マップ 

 

 
（出所）リゾナーレ小淵沢ホームページ http://www.risonare.com/map/index.html 
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Ⅲ．世界における観光及び観光開発の動向 

 
１．国際観光市場の動向と展望 
 
１）20 世紀後半から急速に成長を続ける国際観光市場 

 
国際経済の発展や、航空機を始めとする国際交通手段の飛躍的な技術革新などにより、

20 世紀後半から国際観光市場は右肩上がりの成長を記録している。1960 年に 6,930 万人

であった国際観光客数は 40 年後の 2000 年に約 10 倍の 6 億 8,550 万人に達し、世界の

国際観光収入は 1960 年の 68 億 6,700 万ドルから、約 70 倍の 4,764 億 3,900 万ドルにま

で拡大した。 
UNWTO（世界観光機関）では、2004 年に約 7 億 6,600 万人であった世界の国際観光

到着数は、2020 年には約 15 億 6,100 万人の規模に拡大すると推計している。 
 
 

図表Ⅲ－1 国際観光到着数、国際観光収入の実績と予測 
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（出所）UNWTO 資料より、野村総合研究所作成 
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２）飛躍的な増加が見込まれるアジア・大洋州地域の国際観光到着数 
 
2003 年時点の国際観光到着数を地域別に見ると、ヨーロッパ 58.7％、アジア・大洋州

16.4％、米州 16.2％となっており、全体の 6 割弱をヨーロッパが占めている。 
アジア・大洋州の国際観光到着数はすでに米州を追い抜き、ヨーロッパに次ぐ規模に

なっているが、東アジア・東南アジア各国の急速な経済成長と観光開発によって、今後

更に増加することが見込まれており、2020 年には 2003 年の約 3.6 倍にあたる 4.2 億人に

達すると予測されている。全世界の国際観光到着数に占めるアジア・大洋州の比率も、

2020 年には 26.6％に達することが予測されており、世界の観光産業における同地域の重

要性が今後更に増すと考えられる。 
以上のように、アジア・大洋州の観光市場の飛躍的な拡大を背景として、世界各国の

資本がアジア・大洋州への観光投資を積極的に進めている。 
 
 

図表Ⅲ－２ 国際観光到着数、国際観光収入の地域別構成の暫定値および予測値 

アジア・大洋州 米州 ヨーロッパ 中東 アフリカ 世界計

2003年暫定値

国際観光客到着数（千人） 114,200 113,100 408,600 30,000 30,700 696,600

構成比 16.4% 16.2% 58.7% 4.3% 4.4% 100.0%

国際観光収入（百万米ドル） 94,855 114,105 282,913 16,836 15,494 524,203

構成比 18.1% 21.8% 54.0% 3.2% 3.0% 100.0%

2004年暫定値

国際観光客到着数（千人） 145,400 125,800 425,600 35,900 33,300 766,000

対前年伸率 27.3% 11.2% 4.2% 19.7% 8.5% 10.0%

構成比 19.0% 16.4% 55.6% 4.7% 4.3% 100.0%

国際観光収入（百万米ドル） 124,973 131,682 326,693 21,005 18,335 622,688

対前年伸率 31.8% 15.4% 15.5% 24.8% 18.3% 18.8%

構成比 20.1% 21.1% 52.5% 3.4% 2.9% 100.0%

2005年暫定値

国際観光客到着数（千人） 156,200 133,100 443,900 38,400 36,700 808,300

対前年伸率 7.4% 5.8% 4.3% 7.0% 10.2% 5.5%

構成比 19.3% 16.5% 54.9% 4.8% 4.5% 100.0%

2010年予測値

国際観光客到着数（千人） 205,800 190,400 527,300 35,900 47,000 1,006,400

構成比 20.4% 18.9% 52.4% 3.6% 4.7% 100.0%

2020年予測値

国際観光客到着（千人） 416,000 282,300 717,000 68,500 77,300 1,561,100

構成比 26.6% 18.1% 45.9% 4.4% 5.0% 100.0%  
（出所）UNWTO 資料 
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図表Ⅲ－３ 国際観光到着数の地域別構成の推移 

416.0
(26.6%)

205.8
(20.4%)

156.2
(19.3%)

145.4
(19.0%)

114.2
(16.4%)

282.3
(18.1%)

190.4
(18.9%)133.1

(16.5%)
125.8

(16.4%)
113.1

(16.2%)

717.0
(45.9%)

527.3
(52.4%)

443.9
(54.9%)408.6

(58.7%)

425.6
(55.6%)

145.8
(9.3%)

82.9
(8.2%)

75.1
(9.3%)

69.2
(9.0%)60.7

(8.7%)

696.6

766.0
808.3

1,006.4

1,561.1

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2003年 2004年 2005年 2010年 2020年

（百万人）

その他

ヨーロッパ

米州

アジア・大洋州

 
※ 2003 年、2004 年、2005 年の数値は暫定値。2010 年、2020 年の数値は予

測値。 
※ （ ）内の数値は世界シェア 

（出所）UNWTO 資料より野村総合研究所作成 
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２．世界の観光投資の動向と展望 
 
１）大きく伸びる世界の観光関連投資 

 
世界における「旅行・ツーリズム資本投資」（注）の動向をみると以下の点が明らかに

なる。 
（注）World Travel & Tourism Council（WTTC）が公表している Travel & Tourism Capital 

Investment のこと。政府・民間セクターにより、観光等来訪者（ビジター）向けの施

設・設備・インフラ整備に支出された資本支出額。国民経済計算における「固定資本

形成」に相当。 
 
世界の旅行・ツーリズム資本投資額は、2001 年 9.11 テロ事件後落ち込んだが 2003 年

以降急増する傾向にある。2006 年で約 8,000 億ドル(96 兆円：2000 年価格)また、今後

10 年（2007～16 年）においても、年率 4.6％程度で増加すると予測されている。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

図表Ⅲ－４ 世界の旅行・ツーリズム

資本投資額の推移 

（2000 年価格：10 億 US$） 

図表Ⅲ－５ 世界の旅行・ツーリズム

資本投資の実質成長率（累積） 

（％） 

（出所）"The 2006 Travel & Tourism Economic Research" World Travel & 
Tourism Council（WTTC） 
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２）エリア別ではアジアが観光投資の中心へ 
 

世界のエリア別に旅行・ツーリズム資本投資の動向をみると、2006 年現在で投資額の

多いエリアは北アメリカ、EU、北東アジア（日本、中国、韓国等）である。 
今後 10 年（2007～16 年）の予測では、北東アジア、南アジア（インド等）、南東アジ

ア（ASEAN 等）の「アジア」が最も成長率の高いエリアになる。 
 

図表Ⅲ－６ エリア別旅行･ツーリズム
資本投資額 

（2006 年実績推計） 

エリア名 百万US$ 億円

1 世界計 1,010,732 1,212,878

2 北アメリカ 322,617 387,140

3 EU 241,392 289,670

4 北東アジア（※） 228,274 273,929

5 南東アジア 38,593 46,312

6 ラテンアメリカ 28,648 34,378

7 中東 21,110 25,332

8 南アジア 19,720 23,664

9 北アフリカ 9,235 11,082

10 カリビアン 9,130 10,956

（出所）"The 2006 Travel & Tourism Economic
Research" World Travel & Tourism Council（WTTC）

（注）公的・民間セクターにより、観光等来訪者（ビジ
ター）向けの施設・設備・インフラ整備に支出された資本
支出額。国民経済計算における「固定資本形成」に相
当。

（※）日本、中国、韓国、台湾、香港、マカオ

エリア名 年率％

1 南アジア 7.1

2 北アフリカ 6.3

3 北東アジア（※） 6.3

4 南東アジア 5.3

5 ラテンアメリカ 4.9

6 世界平均 4.6

7 中東 4.4

8 EU 4.2

9 北アメリカ 3.2

10 カリビアン 3.0

（出所）"The 2006 Travel & Tourism Economic
Research" World Travel & Tourism Council（WTTC）

（注）公的・民間セクターにより、観光等来訪者（ビジター）
向けの施設・設備・インフラ整備に支出された資本支出
額。国民経済計算における「固定資本形成」に相当。

（※）日本、中国、韓国、台湾、香港、マカオ

図表Ⅲ－７ エリア別旅行･ツーリズム
資本投資額の伸び率 

（2007～１６年予測） 
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（３）国別（アジア）では中国・日本・韓国・インドが観光関連投資の中心へ 

 
世界の国別に旅行・ツーリズム資本投資の動向をみると、2006 年現在で投資額の多い

国はアメリカ、中国、日本、スペイン、イギリス等である。 
今後 10 年（2007～16 年）の予測結果をみると、アジアでは投資額でみると中国・日

本・韓国が、伸び率でみると中国・香港・インドが投資の中心になる。 
 
 

図表Ⅲ－10 国別旅行･ツーリズム資本投資額
の伸び率（2007 年～16 年予測）

国　名 年率％

1 スペイン 9.4

2 ロシア 9.3

3 メキシコ 8.8

4 中国 8.3

5 香港 8.2

6 インド 7.8

7 リビア 7.8

8 モンテネグロ 7.5

9 ノルウエ－ 7.4

10 バーレン 6.9

（注）公的・民間セクターにより、観光等来訪者（ビジ
ター）向けの施設・設備・インフラ整備に支出された資本
支出額。国民経済計算における「固定資本形成」に相
当。

（出所）"The 2006 Travel & Tourism Economic
Research" World Travel & Tourism Council（WTTC）

図表Ⅲ－8 国別旅行･ツーリズム資本投資額
（2006 年実績推計） 

国　名 百万US$ 億円

1 アメリカ 281,976 338,371

2 中国 135,097 162,116

3 日本 55,968 67,162

4 スペイン 48,067 57,680

5 イギリス 33,405 40,086

6 フランス 30,931 37,117

7 イタリア 28,966 34,759

8 ドイツ 27,744 33,293

9 オーストラリア 23,276 27,931

10 韓国 22,089 26,507

（出所）"The 2006 Travel & Tourism Economic
Research" World Travel & Tourism Council（WTTC）

（注）公的・民間セクターにより、観光等来訪者（ビジ
ター）向けの施設・設備・インフラ整備に支出された資本
支出額。国民経済計算における「固定資本形成」に相
当。

図表Ⅲ－９ 国別旅行･ツーリズム資本投資額
（2016 年予測） 

国　名 百万US$ 億円

1 中国 475,628 570,754

2 アメリカ 459,642 551,570

3 スペイン 149,600 179,520

4 日本 89,372 107,246

5 メキシコ 60,946 73,135

6 ロシア 50,951 61,141

7 イギリス 47,194 56,633

8 フランス 41,819 50,183

9 韓国 40,599 48,719

10 ドイツ 40,206 48,247

（出所）"The 2006 Travel & Tourism Economic
Research" World Travel & Tourism Council（WTTC）

（注）公的・民間セクターにより、観光等来訪者（ビジ
ター）向けの施設・設備・インフラ整備に支出された資本
支出額。国民経済計算における「固定資本形成」に相
当。
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３．アジアにおける最近の観光投資・開発の事例 
 

アジアへのインバウンド観光客の増加率は欧米諸国を上回る勢いで伸びている。好調

な経済成長や中間所得層の増大により、アジア域内間における観光客の増加しているこ

と、世界各国からもアジア諸国の注目度が上がっていることなどがその背景にある。こ

うした中、アジア諸国が観光産業を重要な外貨獲得源と位置づけ、積極的なマーケティ

ング活動を展開するだけでなく、観光投資にも力を入れている。現在、世界の中で観光

投資が活発化しているのは、アジア地域である。 
 
中国では、マカオや珠海においてカジノを中心とした開発プロジェクトが進んでおり、

深圳では複数のテーマパークの建設計画がある。また、インドネシアでは、バリ島、ロ

ンボク島等の既存のビーチリゾートの他、スラウェシ島でもリゾート開発が進んでいる。

また、ビンタン島は、アクセス条件の良さを活かしてシンガポールからの来訪客を狙っ

たゴルフ場やスパ等の開発が進んでいる。マレーシアでは都市計画と一体化した大型プ

ロジェクトがマラッカやジョホール州で進展している。小国ながら人口の 2 倍以上の観

光客が訪れるシンガポールでは、更なる観光客誘致を目指して、カジノを含む総合リゾ

ート開発に着手した。 
これらの最近のアジア諸国における主な観光投資プロジェクトを以下に示す。
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図表Ⅲ－１１  アジアにおける最近の観光開発事例と概要 
国名 都市･地域名 観光地・観光開発名 概要 
シン

ガポ

ール 

シンガポール セントーサ島、マリーナ・ベ

イフロント 
 

2005 年 4 月、シンガポールでは初めてのカジノを含む複合リゾート施設の建設計画が承認された。開発地は観光地セン

トーサ島と南部中心部のマリーナ・ベイフロントの 2 ヶ所である。 

セントーサ島では土地のリース期間は 60 年、カジノ運営権は 30 年となっている。49ha の敷地では 2010 年の開園を目指

して、ユニバーサルスタジオや世界最大規模の水族館、テーマパーク、イベントホール、ホテル、会議場、カジノの建設が

計画されている。投資総額は 52 億 S ドルに上り、経済波及効果は年間 27 億 S ドル、雇用創出効果を 3 万人と見込んで

いる。 

マリーナ・ベイフロントでは土地のリース期間は 60 年、カジノ運営権は 30 年となっている。20.6ha の敷地では 2009 年の

開園を目指して、カジノや高級ホテル、会議･展示施設、ショッピングアーケード、イベントプラザ、劇場の建設が計画され

ている。投資総額は 50.5 億 S ドルに上り、経済波及効果は年間 27 億 S ドル、雇用創出効果を 3 万人と見込んでいる。 

中国 マカオ マカオ・フィッシャーマンズワ

ーフ 
2006年11月にオープンしたマカオ初のテーマパークで、マカオフェリーターミナルの近隣に建設されている。マカオにとっ

ては、カジノ以外で観光客を取り込もうとする最初の取り組みであり、マカオの有名実業家であるスタンレイ・ホーとデビッ

ド・チョウの両氏の共同プロジェクトとして開発され、投資総額は 19 億香港ドルに上る。11 万 1,500 ㎡の敷地内では、エン

ターテイメント施設や商業施設、レストラン、ホテル、マリーナ、会議場、展示場が建設されており、敷地内には 24 時間無

料で入場可能である。 

中国 マカオ コタイ･ストリップ 東京ドーム 100 個分の土地を埋め立てたコタイ地区に、ラスベガスの繁華街「ラスベガス・ストリップ」に似せた「コタイ・ス

トリップ」を建設する計画である。国外資本が参加し、投資額は 2.6 兆円に上っており、完成すればマカオはラスベガスを

凌ぐ世界最大のエンターテイメントシティになる。開発主体である米国ラスベガスサンド社に対して、ドーセット･ホテルグ

ループ、フォー・シーズンズ、ヒルトン、インターコンチネンタル･ホテルグループ、マリオット･インターナショナル、リーガ

ル･ホテルズ、スターウッドホテルズ＆リゾート（シェラトン）が参加しており、これら 7 社のリゾートホテルは、2007 年にオ

ープン予定となっている。ホテル以外にも、レジャー＆エンターテイメント施設、会議場、コンベンション施設、劇場、新規

カジノ施設の建設が計画されている。 

中国 上海 上海インターナショナル・サー

キット 
 

上海インターナショナル・サーキット場は、2004 年 6 月に完成し、その年の 9 月に F1 中国グランプリが開催された。サー

キット場を運営する上海国際賽車有限公司は、Shanghai Jiushi Corp、Shanghai National Property Management、

Shanghai Jia'an Investment、Development Co の合弁会社であり、2004 年から 2010 年までの 7 年間に渡って F1 選手権

を当地で行う開催権を取得している。5.3 k ㎡の敷地には 20 万人の観客が収納可能であり、F1 以外にも MotoGP といっ

た国際レースも行われている。サーキット会場の建設に投じた金額は 3 億 4,000 万米ドルに上り、敷地外にはリゾート施

設や展示会場、会議場、ホテルを備えている。 
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国名 都市･地域名 観光地・観光開発名 概要 
中国 上海 奉賢沿岸ツーリズム地区 奉賢ニュータウンにある海岸線エリアの開発計画である。人工ビーチとしては最大の碧海金沙水上楽園が 2006 年 7 月

に開設されたが、開発計画では商業施設やホテル、国際会議場の建設についても盛り込まれており、2010 年の上海エ

キスポを目標に建設される予定である。 

中国 上海 上海バンド 
 

上海新黄浦有限责任公司と米系ロックフェラーグループによる建設計画である。73 k ㎡の敷地面積では 2008 年の完成

を目指して、レクリエーション施設や商業施設の建設が行われる。 

中国 深圳 深圳市 11 次 5 ヵ年観光計画

 
2006 年から 2010 年にかけての深圳市における第 11 次 5 ヵ年観光計画であり、①三洲田東部総合観光コンプレクス、

②中心部 5 星ホテルゾーン、③中国民芸文化村、④人民南商业游憩街区、⑤大梅沙游客集散基地、⑥观澜ゴルフリゾ

ート、⑦宝安龙岗通り高級ホテル街、⑧西涌国際展示センターリゾートの 8 つから成り立っている。 

中国 深圳 テーマパーク建設、大鵬湾沿

海地区リゾート開発計画 
深圳市におけるフランスの Futureoscope 社によるテーマパークや深圳市当局による恐竜テーマパーク、大鵬湾沿海地

区リゾート開発が計画されている。 

中国 深圳 三国志公園 中国とカナダの合弁事業により、深圳市の海岸沿いにある 187 ha で 30 億米ドルをかけた三国志公園を建設する計画で

あり、2008 年にオープン予定である。 

中国 天津 浜海レジャーツーリズム計画  150 k ㎡の敷地面積における開発計画である。開発計画では 7 つのエリア（①レジャー、観光、休暇、②青い海、③湿地

地帯、④都市農業、⑤開発、⑥住宅、⑦クルーズ）に分けられており、2020 年に完成予定となっている。この計画の一部

として、2006 年 12 月にヨットハーバーが完成した。 

中国 広東省珠海 横琴島開発計画 カジノ経営大手の米ラスベガス・サンズ社による中国広東省珠海市の横琴島での大型リゾート開発計画であり、投資額

は 20 億米ドルに上る。同島における 5.2 k ㎡の敷地面積では、ホテルや別荘、会議施設、レクリエーション施設などの建

設が予定されているが、現在、中国政府からの認可待ちの状態である。 

中国 浙江省温州市 温州観光開発マスタープラン 2006 年～2020 年の開発計画で 2005 年に承認されたが、現在までの進捗状況は不明である。報道では、宮崎県のシー

ガイアをモデルにしているといわれている。 

中国 香港 ミンデン通り 
 

770 万米ドルを投じて、香港カオルンにあるミンデン通りを第二のランカイフォン（香港のトレンディスポット）にする計画で

あり、60 ほどのレストランやバーの建設が計画されている。その内数件は既にオープンしており、観光スポットとしてだけ

ではなく、活気に満ちた文化の中心地を目指している。 

中国 香港 ゴンピン 360 
 

ゴンピン 360 は、ランタオ島の東涌と昂坪を結ぶ全長 5.7 ㎞にわたる観光用ロープウェイであり、2006 年に開業した。香

港の地鐵有限公司が所有しているが、スカイレール ITM（オーストラリア観光用ロープウェイ運営会社）の香港社が運営

しており、このロープウェイはゴンピン村のテァンタン大仏や、ポーリン僧院等を訪れる観光ルートとなっている。 
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国名 都市･地域名 観光地・観光開発名 概要 
中国 香港 香港湿地公園 2006 年、香港の新界地区にある天水圍に設立されたテーマパークであり、64ha の自然保護区に展示パビリオンやエコ

ツーリズムのアトラクションが建設されている。 

中国 三亚 
 

三亚開発計画局開発計画 
 

三亚開発計画局によって発表された 53 からなる大規模建築プロジェクトであり、高級ホテルやテーマパーク、リゾート施

設の建設が検討されている。 

台湾 澎湖縣  
 

澎湖諸島 
 

英国を拠点としている不動産開発業者アメージング･ホールディングスによる台湾澎湖諸島でのカジノリゾート開発であ

る。投資総額は 6 億米ドルであり、2007 年後半にオープン予定である。 

イン

ドネ

シア 

バリ島 ヌサ・ドゥア・マスタープラン 
（バリ観光開発公社） 

バリ観光開発公社とパシフィック･コンサルタンツ・インターナショナルが共同で作成したヌサ・ドゥア・マスタープランに基

づき、300ha の敷地面積で観光開発が進んでいる。バリに観光投資を行う投資家に対しては、インフラ設備の使用に関し

て優遇措置を与えており、2006 年には下記 4 件の新規施設が完成している。 

 ・バリ・グリヤ・シャンティ･ウェルネスビレッジ＆リタイアメントホーム 

 ・ヌサ・ドゥア・ゴルフリゾート 

 ・ルネッサンス・バリ・リゾートビレッジ＆スパ 

 ・セント・レジス・レジデンシーズ 

イン

ドネ

シア 

ビンタン島 ビンタン・リゾーツ社 ビンタン・リゾーツ社が、ビンタン島の再開発計画を進めている。同社では、ビンタン島の海岸沿いにある 2 万 3,000 ha の

土地にホテル 10 軒のほか 4 つのゴルフ場やスパ施設などが建設されているが、土地に余裕があるため再開発を進め

る。再開発にあたっては、土地を約 10 ha 単位の小規模で販売することにより、小規模ブティックホテルなど比較的小さめ

の物件の開発を手がける業者も参入できるよう考慮している。同社は他にもビンタン島でホテル開発を行っており、2005

年後半から 2006 年末の 1 年半における投資額は 12 億 S ドルに上る。 同社は 2008 年に操業する計画であり、2012 年

までにホテル客室数を現在の 1,200 から 5,000 に増やす予定である。 

イン

ドネ

シア 

ビンタン島 ビンタン島再開発 マレーシアのランドマーク社を含む投資家グループは、ビンタン島のトレジャーベイに 9 億 2,000 万 S ドルを投資し、入り

江沿いにホテルやマリーナ、コンドミニアム、ショッピングモール、スパ施設、医療センターの建設を予定している。他の

投資家グループも、3 億 8,000 万 S ドルを投資して、ディスコやボーリング場を含むリゾート複合施設やショッピング施設、

スパ施設の建設を計画している。 

 

イン

ドネ

シア 

ビンタン島 ラゴイベイ ビンタン島北部のラゴイベイにおけるビンタン・リゾーツ社による開発計画である。1,300ha にわたる敷地面積は、0.2ha か

ら 19ha にわたる 33 ブロックに分かれ、国際水準のリゾート施設や住宅、ショッピング施設、レストラン、エンターテイメント

施設、水上スポーツ施設などを備えたマスタープランを有する投資家を 2007 年 4 月から募る。 
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国名 都市･地域名 観光地・観光開発名 概要 
イン

ドネ

シア 

ロンボック島 西ロンボック観光事務所開発

計画 
西ロンボック観光事務所は、ロンボック島の周りにある小諸島（セコトン島、ギリ・ナング島など）の開発を検討しており、

セコトン島では 4 つある水上コテージを 25 まで増やすほか、サーフィンの重要ポイントであるバンコバンコ地方の開発も

検討している。 

イン

ドネ

シア 

マカッサル ロサリ海岸 
 

2004 年から行われているマカッサル市のロサリ海岸における再開発計画である。市では、ロサリ海岸近辺にある 11 の

島のうち 4 島の海洋観光開発が可能であるとの見解であり、インフラ開発として、空港と市街を結ぶ有料道路の建設中

である（2007 年には完成予定）。空港についても、現在の 2 倍以上である 30 機の飛行機を収用できるように拡張工事が

行われているほか、1,500 ㎡の会議場や 3,600 ㎡の展示場を持つ貿易センターも近い将来オープンする予定である。 

マレ

ーシ

ア 

マラッカ セパン・ゴールドコースト 
 

セパン･ゴールドコースト観光開発は、セランゴール州と民間企業の合弁企業である SEPANG GOLDCOAST Sdn Bhd に

よるリゾート開発計画であり、合弁事業契約では、2003 年から 15 年間の開発が許可されている。この計画では、延長 22

㎞にわたる海岸沿いでのリゾートホテルやエスニックリゾート施設、マリーナ、水族館、動物園、テーマパーク、エコツーリ

ズムなどの建設が予定されている。第一期開発段階では、水上コテージホテルが 2009 年に完成する予定であり、第二

期以降の住宅開発では、インドや韓国の投資家による参入が予定されている。 

 

マレ

ーシ

ア 

マラッカ マラッカ川美化プロジェクト 

ポルトガル入植地 

ミニマレーシア 

ASEAN 庭園とマラッカ動物園

マラッカ州政府は、2005 年までに 1 億 3,020 万リンギを 4 つの主要観光開発プロジェクトに費やしている。その内訳とし

て、9,120 万リンギについては、イタリアのベニスを目指す「マラッカ川美化プロジェクト」に利用され、残る 3,900 万リンギ

については、「ポルトガル入植地」、「ミニマレーシア」、「ASEAN 庭園とマラッカ動物園」の 3 プロジェクトに利用されてい

る。 

マレ

ーシ

ア 

南部ジョホー

ル州 
バンダル・ヌサジャヤ開発 州都ジョホールバルから 20 ㎞ほど離れたグラン・パタで進んでいる開発計画である。カザナ傘下の UEM グループ企業で

あるバンダル・ヌサジャヤ・デベロップメントが手掛けており、シンガポールへの第２連絡道の開通に合わせて 1995 年に

始まった。この開発では、2007 年までにジョホールバルにある州議会など行政関係施設の移転や大規模住宅開発など

と共にテーマパークが計画されている。テーマパーク開発については、東京ディズニーランドを運営するオリエンタルラン

ドとの間で企業化調査と設計に関する覚書に調印する予定だが、テーマパークはディズニーランドブランドになる予定は

ない。ヌサジャヤ開発は、9,550ha の敷地内に（１）産業集積区「南部産業支援集積地域」、（２）新行政都市、（３）教育都

市、（４）医療都市、（５）住宅、（６）リゾート、（７）港湾が建設される複合開発であり、投資総額は 43 億リンギに上るほか、

完成時の予想人口は 50 万人が見込まれている。 
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国名 都市･地域名 観光地・観光開発名 概要 
マレ

ーシ

ア 

ヌグリスンビラ

ン州ポート・デ

ィクソン 

ポート・ディクソン マレーシアの不動産開発会社であるクアラルンプール・メトロポリタンは 2006 年 4 月、レジェンド・グループ・ホテルズ＆リ

ゾーツとヌグリスンビラン州ポート・ディクソンにあるリゾート施設について運営契約を交わした。リゾート施設は 2006 年 8

月に開業しており、運営契約期間は 5 年の予定である。同施設は水上コテージ 280 棟と宿泊施設 112 室などから成り、

コテージの数では国内最大規模となる。同社では、この施設の近辺でさらに 300 棟の水上コテージ建設を計画しており、

この 40～50％を中東などの海外投資家に販売したい意向である。 

フ ィ リ

ピン 
バタンガス州

ナスブ 
 

ハミロ海岸 
 

フィリピンの SM インベストメンツが、バタンガス州ナスブのハミロ海岸に、同国で最大のエコツーリズム開発を計画してい

る。開発予定の敷地面積は 5,700ha で同社の持つコンドミニアムの売却額や借入金、社債発行などで資金を拠出する計

画である。第一期工事は、50～60 億ペソを投資して 5～7 年で完了する計画であり、入り江のひとつであるピコ・デ・ロロ

小湾でカントリークラブや 4 つ星クラスのホテル、高級商業施設、11 のコンドミニアムの建設を予定している。 

フ ィ リ

ピン 
マニラ エンターテイメントシティ フィリピン政府の 100％所有会社であるフィリピン･アミューズメント＆ゲーミング社が、200 億米ドルをかけて「エンターテ

イメントシティ」の建設を計画している。2001 年時点のコンセプトは「ゲーミング」だったが、コンセプトを「エンターテイメン

ト」と変えてフィリピンのラスベガスを目指し、観光客を 5 年間で現在の 4 倍である 1,000 万人に増やすことを目標としてい

る。資金の 90％は外国投資家から募って、800ha の敷地面積を三期に分けて開発する予定であり、日本、アメリカ、ヨー

ロッパ、韓国などの外国投資家が投資への興味を示している。第一期工事は、リゾートホテルとテーマパークの建設、第

二～三期工事では、リタイアメントビレッジとエンターテイメントセンターを建設する予定である。既に、ギリシャのカジノ運

営企業 Loutraki と、第一期プロジェクトの運営について話が進行している。 

フ ィ リ

ピン 
マニラ 国家観光開発プロジェクト（イ

ンペリアルパレス・ウォーター

パークリゾートスパ等） 

2006 年、フィリピン観光省はインペリアルパレス・ウォーターパークリゾートスパを含む 22 の観光開発プロジェクトに対す

るインセンティブと補助金の承認を行っている。 

フ ィ リ

ピン 
セブ島ラプラ

プ市マリバゴ 
インペリアルパレス・ウォータ

ーパークリゾートスパ 
韓国の Joil UBF Corp とフィリピンの BXT Corporation の合弁事業として、2006 年 7 月にインペリアルパレス・ウォーター

パークリゾートスパ(敷地面積 7.5 ha）の起工式が行われた。2009 年に開園予定であり、敷地内には、616 部屋を有するリ

ゾートホテル（開発総額は約 30 億ペソ）やゴルフコース（開発総額は約 12 億ペソ）、リタイアメントビレッジが建設される予

定である。 

フ ィ リ

ピン 
パラワン島 
 

ウソン島 
 

ウェレックスグループ・インベスツメンツは、中国の投資家と共同で 50 億ペソの投資額を投じてパラワンのウソン島の開

発を行う。敷地面積は 1,200ha であり、プロジェクトは 3 期に分かれ、2009 年に操業開始予定となっている。第 1 期工事

では 3 件のリゾートホテルを建設し、第 2 期工事では住宅開発、第 3 期工事にはゴルフコース、コンベンションセンターな

どの建設を予定している。 
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国名 都市･地域名 観光地・観光開発名 概要 
フ ィ リ

ピン 
マニラ湾埋立

地 
ナヨン･フィリピノ･遺産文化公

園 
ナヨン･フィリピノ･遺産文化公園で、4 億 5 千万ペソを投じる開発計画があり、2007 年に開園予定となっている。 

フ ィ リ

ピン 
ルソン島バギ

オ市 
旧米軍保養所キャンプ・ジョ

ン・ヘイ 
ルソン島バギオ市にある旧米軍保養所キャップ・ジョン・ヘイ（敷地面積 695ha）が、1991 年にフィリピン政府に返還され、

1996 年よりキャンプ･ジョン･ヘイ開発公社が 25 年のリース契約で同地を開発している。現在では、ゴルフコース、ホテ

ル、コンベンションセンター、エコツーリズム施設が建設されている。 

タイ パタヤ パタヤ・ドラゴン パタヤの投資家グループが共同出資するバーンビア・パタヤ社が、パタヤでタイ東部最大のエンターテインメント施設「パ

タヤ・ドラゴン」の建設を計画している。約 12 億バーツをかけて、国内外の観光客に対応するホテルやショッピングセンタ

ー、パブ、スパ施設、レストランの建設が計画されているほか、コンサート等の開催ホール（床面積 1 万 2,000 ㎡）などの

整備が予定されている。 

タイ プーケット湾 プーケット湾インターナショナ

ルシティ 
タイのロングステイ･マネジメント社は、日本の梅澤忠雄都市計画設計事務所との合弁で、1,350 億バーツを投じてプーケ

ット湾インターナショナルシティの開発を行っている。カジノは建設しないが300haの敷地面積に年間2,000万人の観光客

誘致を目指してマリナ･シティや商業ビル、スポーツワールドの建設が行われるほか、グッドラック島の開発を行う。上記

2 社の合弁企業である Umezawa and Thai Partners Architect Co が 2015 年の完成予定を目指して建設を行っており、

15,000 戸の住宅開発を含む第 1 期工事では、23 万人の収容が可能である。 

タイ ナコンシタマラ

ー ト 県 カ ノ ム

郡 

高齢者向け長期滞在リゾート

開発 
日本の投資家グループがカノム郡内にある 0.96ha の土地について 30 年間の賃貸契約を結び、日本人高齢者向けの長

期滞在リゾートを 2007 年の完成を目指し、30～50 棟建設する予定である。 

タイ チェンマイ県 ロング・ステイ・シティー タイ北部チェンマイ県の旅行会社サリカツアーは日本人投資家と共同で、チェンマイ中心部から約 10 ㎞離れたところに、

退職した高齢者向けの長期滞在施設「ロング・ステイ・シティー」を計画している。同施設内では約 20 億バーツを投じてホ

テルやリゾート施設、クリニック、ゴルフ場、屋内競技場、スパ施設などが建設される予定である。 

ベト

ナム 

コン・ダオ島 
 

コン・ダオ・アイランドリゾート インドチャイナ･キャピタル･コーポレーションにより、コン・ダオ島が開発され、リゾートアイランドへと転換した。同島の開

発は、ベトナム観光開発マスタープランのプロジェクトとして選ばれ、投資された額は 450 万米ドルに上る。島内にはイン

ドチャイナ社が 317 万米ドルを投じて 4 つ星ホテルが建設されている。Central Ba Ria-Vung Tau 県の人民委員会は 2006

年にコン・ダオ運営部局を設立し、関係各省と協力して 2020 年までに観光客を 5～7 万人に増やすことを目指している。 



 100

国名 都市･地域名 観光地・観光開発名 概要 
ベト

ナム 

フーコック島 
 

フーコック島観光開発マスタ

ープラン 
政府によるフーコック島の観光開発マスタープランに基づき、2006 年に投資誘致のための仕組みが確立された。現在、

1,855ha の敷地をカバーする 46 のプロジェクトが承認済みであり、うち 12 プロジェクト(投資額 7,550 ドン相当）が進行中で

ある。残る 34 プロジェクトの投資総額は 15 兆ドンに上る見込みで、国内外の投資家が興味を示しており、ロッキンガムグ

ループや Trustee Suisse、Vinaconex、Starbay などがホテルやゴルフコースの建設を予定している。 

このマスタープランでは、2010 年までに（１）観光客を 30 万～40 万人に増やす、（２）観光収入を 4,500 万米ドルまで引き

上げる、（３）ホテル部屋数を 3500 部屋に増やす、（４）直接観光従事者数を 7,000 人に増やす、（５）間接観光従事者数を

1 万 5,400 人に増やすといった目標が掲げられている。 

ベト

ナム 

カマウ省 
 

カマウ観光開発 カマウ省では同省の観光開発マスタープランに基づき、2006 年に 1 兆ドンの資金を投じてインフラ改善を手がけ、観光ス

ポットやホテル間の道路を修理するほか、レクリエーション施設の整備などに対する投資家への減税措置や安価な土地

提供といった優遇措置を行っている。 

ベト

ナム 

ザライ省 
 

シーレイク 
 

ザライ省プレイク市のシーレイクにある 10 ha の敷地で、レクリエーション・スポーツ広場、エコロジカルパークなどの開発

が計画されている。投資総額は 125 億ドンで、2007 年末には一部のプロジェクトが完成する予定である。 

ベト

ナム 

バリア・ブンタ

ウ省 
 

シードラゴン･ヒル･リゾート 
 

地元不動産開発企業の Thanh Long Travel Ltd、および Au Lac Ltd は、9 億米ドルを投資してバリア･ブンタオ省にシード

ラゴン・ヒル・リゾートを共同開発する。敷地内には、3～5 つ星ホテルやエンターテイメントパーク、ショッピング施設、ゲス

トハウスなどが建設される予定であり、Thanh Long Travel Ltd は、他の外国投資家との共同投資も視野に入れている。

2007 年に工事が開始され、5 年後にはオープン予定である。 

インド ケララ州 マラバール地区開発 ケララ州におけるマラバール地域のベカルにある 76.9ha について、ベカル資源開発評議会が 330 万米ドルをかけて開発

する計画である。景観を守るために全て二階建てという制限が加えられるが、5 つ星ホテルの建設が計画されており、ホ

テルに対する投資額は 1 億 7,500 万米ドルに上る見込みである。 2008 年には、同地域がケララ州の重要なリゾート地に

なるとみられている。 

インド ケララ州 アレッピー観光開発共同体 
 

ケララ州にあるアレッピーの水郷地帯において、2010 年までにハウスボートを 1,000 隻に増やすことを目標としたアレッピ

ー観光開発共同体による開発計画である。この他にも同共同体では、アレッピーから 55 ㎞ほど離れた地域に、50 のコテ

ージからなるモラリ漁村ビーチリゾートを計画中である。 

インド ゴア州 ゴア州政府地域開発計画 
 

ゴア州政府は、パナジおよびティスワジ近くの 1,000ha の敷地に 6 つの観光地区を設ける地域開発計画を承認した。12

億 7,000 万米ドルを投じるマスタープランであり、5 件の 5 ツ星ホテルや水上レストランの建設計画が含まれている。 



 101

国名 都市･地域名 観光地・観光開発名 概要 
インド ムンバイ マハラシュトラ プネに拠点を持つアグリツーリズム開発組合によるマハシュトラ州バラマティでのアグリツーリズムのパイロットプロジェ

クトであり、1 年目は 1 万 2,000 人の観光客誘致を目指している。 

同プロジェクトでは、ザクロや西瓜の栽培、絹などの生産を体験することが出来るようになっており、42ha の敷地では農

場や農場式のバンガローなどが観光客に開放される。今後、当地では 25 のコテージを建設するために 100 万米ドルが

投じられる計画があるほか、同州内の 25 ヶ所がアグリツーリズムの候補地として挙げられている。アグリツーリズムの市

場規模は 430 億ルピーに上り、農業食料漁業省および農村開発省がアグリツーリズムに参加する農民に対して補助金

を支給している。 

インド ヒマラヤ スキーリゾート アルフレド・フォード氏らが出資し、ヒマラヤに高級リゾートを設立する計画である。700 室の高級ホテルやスイス風の山

荘 300 棟を備える宿泊施設の建設、ロープウェーによって標高 4,300 メートルのスキー場に客を運ぶ計画が検討されて

いる。 

インド マハラシュトラ

州 
デカン・オデッセイ号 マハシュトラ州観光局とインド鉄道の合弁事業であり、2004 年からサービスを開始している。列車デカン・オデッセイ号に

乗ってムンバイを出発し、ラトナギリ、シンドゥドーグ、ゴア海岸、コルハプール、プーナなどを停車してムンバイに戻ると

いう 8 日間の旅行が提供されている。 
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Ⅳ．世界における観光投資事例分析 
 
１．ケーススタディ対象とする観光投資事例の抽出 
 

世界における観光投資による一流の観光開発事例のケーススタディを行うにあたっ

て、スタディの対象事例を次の視点から抽出する。 
①先に調査した国内事例（北海道ニセコ地域、沖縄県等）との比較分析に適して

いること 
②今後の我が国の観光投資・開発の方向を検討する上で参考になること 

以上の視点により、ケーススタディの対象として、カナダのウィスラー（世界的な

スキーリゾート地）、インドネシアのバリ島（世界的な島嶼リゾート地）、シンガポー

ル（総合リゾート開発）、を選択した。概略は次のとおりである。 
 
カナダのウィスラーは、世界的なスキーリゾート地である。比較的歴史は新しく、

大規模なスキー場の麓に計画的につくられた街であり、北米を中心にヨーロッパ、ア

ジア等からの集客により発展している。北海道ニセコ地域は、世界的なスキーリゾー

ト地づくりを進めようとしており、そのモデルの一つとしてウィスラーを想定してい

る。ニセコの地域づくりにウィスラーの成功事例は大いに参考になると考えられる。 
インドネシアのバリ島は豊かな自然、美しい海、独自の伝統文化芸能を持つ、世界

的な観光リゾート地である。テロ事件などの影響で訪問観光客数が大幅に減少した時

期もあるが、 近は観光客が回復傾向にあり観光投資も活発化している。また、世界

のホテルトップ 10 にバリ島のホテル 3 つが選ばれるなど、その知名度はより高まって

いる。日本では、沖縄がバリ島に類似した観光リゾートとして位置づけられる。しか

し、バリ島への海外訪問客数が 120 万人を超えているのに対し、沖縄への海外訪問客

数は 10 数万人にすぎない。今後沖縄が、世界的な観光リゾート地を目指すにあたって

は、バリ島の観光振興の戦略や取組みが参考になると考えられる。 
シンガポールの総合リゾート開発プロジェクトは、政府が国策的に進めるカジノ、

ショッピング、コンベンション、テーマパークなどを含めた「総合リゾート」開発で

ある。マリーナ・ベイ、セントーサ島の２ヶ所のプロジェクトは現在建設中であり、

それぞれ 2009 年、2010 年に完成する。政府が強力なイニシアティブを取りつつ、投

資資金は全て民間拠出というスキームは、日本の今後の観光投資にも参考になると考

えられる。 
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２．カナダ・ウィスラーにおける観光開発・投資の実態 
 
１）対象地域の概要 
 
（１）地域の概要 

 

カナダのブリティッシュコロンビア州に、ウィスラー・ブロッコムと呼ばれる、毎年

200 万人以上が訪れる広大なスノーリゾート地域が存在する。 
スノーリゾートの幹線道路（99 号）沿いには、20 以上の地域が存在しており、ウィ

スラーはその中心地域である。 

 
図表Ⅳ－1 ウィスラー・ブロッコム地域の地図 

 
（出所）www.whistlermaps.com ホームページ 



 105

（２）ウィスラーの主要エリア 
 

ウィスラーは、主に４つのエリアから構成されている。 
 

①ウィスラー・ビレッジ   

ウィスラー山、ブラッコム山の中間に位置しており、双方からのゴンドラアクセスが

あることからスキーダウンが可能となっている。飲食店やショップ、ホテルの数が多い

ことから、ウィスラーの中心地となっている。 
②ビレッジ・ノース   

ウィスラー・ビレッジから徒歩 10 分圏内にあり、近年開発が進んでいる地区である。 
大型スーパーマーケットやファストフード店など、より生活に密着した店舗が集積し

ており、長期滞在者、住民の多くが利用している。 
③アッパービレッジ   

高級ホテル、レストランが集まる地域である。 
④クリークサイド   

ウィスラー山にアクセスしている地域で当初からのスキーリゾート地であり、近年再

開発がおこなわれている。 

 
図表Ⅳ－2 ウィスラーの中心エリアの地図 

 
（出所）WHISTLERnavi.com ホームページ 

 



 106

２）観光客・居住者の動向 
 
（１）観光客の動向 
 

海外からの観光客についてカナダ全体でみた場合、2002 年まではアメリカからの観光

客の増加によって、全体的な増加基調にあった。しかしその後、アメリカからの観光客

数が減少に転じたことから、全体としてやや頭打ちの傾向にある。 

 
図表Ⅳ－3 カナダへの海外観光客の推移（宿泊延数） 
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（出所）カナダ政府「TOURISM SNAPSHOT」 

 
（２）居住者の動向 

 
ウィスラーに 1 年を通じて居住している住民は約 9,200 人となっており、そのほかに

世界各国のセカンドホーム所有者が約 9,100 人、季節的な居住者が約 4,500 人程度いる

と言われている。冬季人口は 1 日あたり平均 31,000 人、ピークの年末年始には 大

45,000 人に達している。 
人口の推移をみると、近年増加幅が小さくなっているものの、1976 年以降カナダ全体

の増加率と比較して高い伸びを示している。 

 
図表Ⅳ－4 人口の推移（ウィスラー、カナダ） 

 

年　　　代 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

ウィスラー 531 1,365 2,002 4,459 7,172 8,896 9,248

カナダ合計 22,992,604 24,343,181 25,309,331 27,297,000 28,846,761 30,007,094 31,612,897  
 

（人） 

（100 万人） 
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図表Ⅳ－5 ウィスラーの人口推移 
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（出所）Census of Canada「Population and Dwelling Counts」 

 
 
３）ウィスラー発展の歴史 
 

ウィスラーがスキーリゾート地として発展したのは 1960 年代以降である。急速な民間

の開発によって、建物の建築基準や上下水道施設、消防、警察といった社会インフラが不

足する事態となった。このため行政の重要性が高まり、1970 年代半ばに新たな地方自治体

「Resort Municipality of Whistler（RMOW）」が設立された。 
新設された自治体（RMOW）により、長期的な地域計画「Official Community Plan

（OCP）」の策定、開発及び建築に関する規則「Zoning Bylaws」の制定、社会インフラの

整備等が行われてきた。 
1978 年には新規開発地での不動産開発・経営を目的として、自治体が州政府と共同で

「The Whistler Village Land Company」を設立し、新規開発を推進した。 
1990 年代後半になると、イントラウェスト社といったスキーリゾート運営と不動産事業

を一体的に手掛ける企業を中心に、民間の観光投資・開発が進展した。 
 
＜年表＞ 
・1960 年 1968 年冬季オリンピックの誘致を目標にガリバルディ・リフト社が設立さ

れ、ウィスラー・マウンテンのスキー場開発が始まる。 
・1965 年 スキー場設備やコンドミニアムといった宿泊施設の建設が始まる。 
・1966 年 ウィスラー・マウンテンに北米のゲレンデ標高の も高いスキー場がオー

プン。リゾート化の中、ビジネスや地域の利害を監督する機関として「The 
Whistler Chamber of Commerce」が発足し、その後数年間、リゾートに

関する統治組織として存続した。 
・1968 年 ウィスラーを含む広域的な地方統治機構として「The Squamish-Lillooet 

Regional District」が発足。 

（人） 
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・1974 年 観光産業の発展を目的として、州政府がウィスラーの長期的な計画を手が

け始める。州政府は今後のウィスラーの将来予測、開発計画の策定のため、

法律で Whistler Valley における全ての新規開発を凍結することになる。 
・1975 年 ウィスラーでの急速な発展による季節雇用者や変動的な人口といった問題

の対応やリゾート地特有の地域問題について効率的に対処するため、州政

府は新たな自治体として「Resort Municipality of Whistler（RMOW）」

を発足させる。 
・1976 年 乱開発を抑制し健全に地域が発展していくための地域計画として「Official 

Community Plan（OCP）」が制定される。また、新規開発行為に対する

基準として「Zoning Bylaws」が制定される。 
・1978 年 新規開発地での不動産開発・経営を目的として、自治体が州政府と系列会

社「The Whistler Village Land Company」を設立。 
・1979 年 観光産業の発展を支援する連邦、州の施策を通じて「The Whistler Village 

Land Company」が中核地域の開発を開始。 
・1980 年 アスペン・スキーイング・カンパニーによって、ブラッコム・マウンテン

がオープン。 
・1986 年 イントラウェスト社がアスペン・スキーイング・カンパニーからブラッコ

ム・マウンテンを取得し、スキーリゾート運営と不動産開発の一体的な経

営を手掛ける。 
・1996 年 イントラウェスト社がウィスラー・マウンテンを買収。 
・1997 年 ウィスラー・マウンテンの経営会社であるウィスラー・マウンテン・スキ

ーとイントラウェスト社が合併。イントラウェスト社の下でブラッコム・

マウンテンとウィスラー・マウンテンが一体運営される。 
・2000 年 RMOW などにより、環境教育や持続可能な環境実践の手引きとして、「The 

Natural Step Framework」が制定される。 
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４）観光投資の動向 
 
（１）ウィスラーへの不動産投資 
 

ウィスラーにおける 近の不動産購入者の国籍をみると、カナダは 7 割に留まってお

り、アメリカやその他の国の購入割合が 3 割を占めている。過去 5～10 年の同一物件の

不動産売却価格の推移をみると、2000 年以降上昇傾向にあることから、ウィスラーは投

資地域としての魅力と吸引力を向上させていることがわかる。 
 
①不動産所有者 

Whistler Real Estate 社の調べでは、ウィスラーにおける不動産所有者を国別にみる

とカナダの割合が非常に高く、購入者の割合をみてもカナダの割合が高い状況にある。 

 
図表Ⅳ－6 国別不動産所有者の割合  図表Ⅳ－7 国別不動産購入者の割合 

   

 オーストラリア 1.0  東南アジア 3.0

 アジア 2.0  アメリカ 12.0

 カナダ 91.6  カナダ 75.0

 アメリカ 5.0

 ヨーロッパ 0.4  

（出所）Whistler Real Estate 社ホームページ 
 
②不動産管理・運営の仕組み 
賃貸管理会社は通常、総収入の 40～45％を賃貸管理費としており、投資物件所有者は

総収入から賃貸管理会社への経費を支払い、その残額を固定資産税、物件維持費、ツー

リズムウィスラー税、ローン返済等の支払いをおこなっている。 

 
 ③不動産価格の推移 

過去 5～10年前後の同一物件の不動産売却価格の推移を示すと以下の図表のとおりと

なる。不動産価格は 2000 年以降上昇傾向にあることから、ウィスラーは投資地域とし

ての魅力と吸引力を向上させているといえる。 

 

（％） （％） 
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図表Ⅳ－8 コンドミニアムの売却価格の推移  
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図表Ⅳ－9 一戸建て住宅の売却価格の推移 
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（出所）Sotheby's International Realty Canada 社ホームページ 
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（２）ウィスラーへのビジネス投資 
 

ウィスラーではスキー場をはじめ、観光客向けにスポーツ用品店や飲食店、スーパー

マーケット、スパ施設、飲食店といった商業施設および宿泊施設が建設されている。 
特に、ウィスラーの中心地であるウィスラー・ビレッジ（Whistler Village）には、

多数の宿泊滞在施設、商業・サービス施設等が集積している。ホテルについては、20 を

超えるホテル等が建設されており、そのうち少なくとも 3 割はヒルトンやウェスティン、

日本のリステルグループなど外国資本の参入がみられる。 
 

図表Ⅳ－10 ウィスラー・ビレッジの宿泊滞在施設の分布 

 
 

 1 The Sundial Boutique Hotel  13 Westin Resort & Spa  

 2 Whistler Village Inn Suites 14 Fitzsimmons Condominiums

 3 The Coast Whistler Hotel 15 Northern Lights

 4 Crystal Lodge 16 Tantalus Lodge

 5 Telemark   17 Pan Pacific Whistler Mountainside 

 6 Listel Whistler Hotel   18 Pan Pacific Whistler Village Center

 7 Hearthstone Lodge  19 The Royal Suite

 8 Blackcomb Lodge 20 Holiday Inn Sunspree Resoer

 9 Plaza Suites  22 Carlton Lodge

10 Rainbow Suites  23 Adara Hotel

11 Hilton Whistler Resort and Spa  24 Mountainside Lodge

12 Executive Inn at Whistler Village  

（出所）WHISTER BLACKCOMB ホームページ 
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ウィスラー・ビレッジにおける宿泊滞在施設はスキー場へのアクセスの良さを売りに

した、「コンドミニアム」、「ホテル」、「貸家」の３つに大きく分類される。 

 
（３）ウィスラーでの不動産開発 
 

ウィスラーにおいて、リゾート開発ビジネスを広くおこなっている企業としてイント

ラウェスト社（INTRAWEST 社）があげられる。同社は、スキー場やスキースクールの

経営、宿泊施設や商業施設等の開発を行っている。 
同社は、ウィスラーでの観光客の消費額をより増大させることを目的とした経営をお

こなっている。同社の基本計画は次のとおりである。 
○ 観光客が長期滞在したがる活気のある村づくり 
○ 観光客のリピート率が高く、お金を地元に落とすような魅力づくり 
○ 年間を通じて観光客が訪れ、店舗やホテル、コンベンション施設、飲食店を

大利用してもらう環境づくり 
○ 所有期間や価格が上がるにつれて不動産の需要が高まり、不動産の売却価格が

上がる仕組みづくり 
○ リゾート化を進めることでシナジー効果を生み出し、これによって収益の増加

とともに継続的な成長が可能な枠組みづくり 
 

 
５）観光リゾート地形成に向けた施策・取組み 
 
（１）都市計画に関する施策、法律の枠組み 
 

施策でみた場合、まずブリティッシュコロンビア州が定めた地域活性化による定住促

進と公共用地の利用に関する長期計画として、「Regional Growth Strategy（RGS）」が

存在する。 
ウィスラーでは上記 RGS を基本的な枠組みとし、さらに地域特性を踏まえた地域計

画として「Official Community Plan（OCP）」を整備している。 
これらの施策を支える法律として、「Local Government Act」（州が RGS で定める

小限の事項と地域特性を踏まえた各地域の OCP の役割について規定）、及び「Zoning 
Laws」（開発・建築ガイドライン）が存在している。 
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図表Ⅳ－11 ウィスラーにおける都市計画に関する施策、法律の枠組み 

 Regional Growth Strategies  Local Government Act

 ・定住促進策、公共用地の活用  ・地方自治法

［各地域の長期展望、OCPの基本的枠組み］

［基本計画における必要事項、州・地域自治体間の役割］

 Official Community Plan(OCP)  Land Use Regulations

［民有地に対する法的バックアップ］

　・土地利用、開発、環境保護        Zoning laws

　　に関する基本的枠組み  ・開発、建築ガイドライン

　・ウィスラーの地域特性が配慮        Subdivision Servicing Bylaws

   　Comprehensive Development Plan  ・区画整理関連

　・高い生活水準を維持するため

　　の基本目標

施　　　策 法　　　律

 ブリティッシュ・コロンビア州

 ウィスラー

 

（出所）ブリティッシュコロンビア州、ウィスラー公表資料より野村総研作成 
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（２）公式コミュニティ計画「Official Community Plan(OCP)」の概要 
 

公式コミュニティ計画（OCP）は土地利用や開発、環境保護に関するウィスラーの基

本計画であり、これによって開発許可区域が定められている。またこの計画に示される

基本施策の分野は、宿泊施設の抑制、住宅施設の確保、商業施設の効率化と規制、公園・

レクリエーション施設の整備、交通網の整備、地区別の建築規定となっており、区域ご

とに形態と特徴が設けられている。 
 

①宿泊施設の抑制 

宿泊施設のキャパシティを確保しているため、地域の規模拡大を求める声は現在少な

い。自治体も新規許可に慎重な姿勢をとっており、 外部モニタリングの制度を活用し

ながら、これからの開発の在り方について地域での協議会で検討をおこなう。 

 

②住宅施設の確保 

ウィスラーで仕事に携わる人向けに居住地区を設け、良質で多様な住居の供給をおこ

なう。 
 

③商業施設の効率化と規制 

現在の中心地に商業地域としての機能を集中させることによって効率化を図り、土地

のスプロール化を防ぐ必要がある。中心地の周辺では、日常用途向けの商業施設で中心

地に支障を及ぼさない業種のみに開発許可を与えるといった制限を加える。 
 

④公園、レクリエーション施設の整備 

年間を通じたリゾート地とするため、スキー場以外の施設整備が望まれている。そこ

で公園、山岳設備、自転車遊歩道、ゴルフ施設の維持、開発を目的とした地区を設ける

ほか、湖畔への交通路の拡充整備やスキー場以外の各レクリエーション施設間の交通整

備をおこなう。 
 

⑤交通網の整備 

観光客向けの交通網の整備が必要とされている。このため、自動車用の基幹道路につ

いて整備をおこなうとともに、渋滞削減を目的とした代替ルートの新設をおこなうほか、

新規開発地への交通網の整備や、山岳リゾートのための地域交通網の整備、スキー観光

客のための駐車施設の整備促進をおこなう。 
 

⑥地区別の建築基準 

OCP では、地域ごとに建築、開発にあたっての基準を設けている。ウィスラーの中心
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地である Whistler Village をみると、観光客向けの宿泊・商業に特化しており、車両駐

車を 小限とする通行者に配慮した町づくりをおこなっている。また近隣に河川があり

災害の可能もあることから、この地域の開発にあたっては景観面に加えて安全面でも厳

しい基準を設けている。 
 

【Whistler Village における景観面の基準】 
○ 近隣の建築物と調和するような建物の形状や材質、アーケード、色調 
○ 通行者に魅力的なデザイン 
○ 通行者の快適性を配慮した空間の確保 
○ 人目につかず雪捨て場としての機能を持った駐車施設 

【Whistler Village における安全面の基準】 
○ 厳しい気候条件に適した建物の材質、形状 
○ 落雪に対しての通行人の安全性配慮 

 
（３）開発・建築ガイドライン「Zoning Laws」の概要 
 

OCP は計画であるため、街づくりに関して民有地に対する法的拘束力を備えていない。

そのため、法的なバックアップとして開発・建築のガイドラインである Zoning Laws
が整備されており、禁止行為や建築時の詳細な基準、用途別の地区分類が定められてい

る。 
 

①禁止行為 

乱開発を抑制するため、土地の取得段階から禁止事項を次のとおり定めている。 
○ 条例に違反した土地、建造物の所有、利用 
○ 賭博行為 
○ 居住地区、観光客向けの地区における商業車両の駐車 

②建築基準 

一般的な基準として以下のようなものがあげられる。 
○ 洪水に対する建物の地上高制限 
○ 公共施設の設置優遇措置（どの地区でも設置可能） 
○ 下水施設の設置基準 
○ 建物付属設備に関する高さ制限の緩和措置 

（アンテナなど面積をとらない設備については、建物に関する高さ基準の 1.2 倍

までの位置で設置できる） 
○ フェンスの高さ制限（商業地区では 高２ｍまで可能） 
○ 汚水処理設備の設置制限 
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○ 駐車施設における行為制限 
○ ペンション内での制限（飲食店、酒販売の禁止） 
○ 幹線道路からのセットバック規制（幹線道路と建築物の間隔は 4.5m） 
○ 宿泊施設における広さ基準（ホテルロビーに 低必要な広さは 15 平方メート

ルもしくは客室あたり 1.5 平方メートル） 

 
③用途地区別の分類 

地域全体の開発をコントロールするため、用途別の地区分類をおこなっており、その

地区ごとで設置可能な施設や高さ制限の基準がそれぞれ異なっている。  
○ レジャー地区      ○ 観光客宿泊地区   
○ 自然資源地区      ○ パーキング地区 
○ 居住地区        ○ 工業地区 
○ 商業地区        ○ 公共地区 
○ 北部地区         

 
（４）開発許可手続きの概要 
 

①申請対象 

開発許可区域で土地を取得する際には、土地の分割や建築物の新築・増改築、土地の

造成といった行為について事前に許可を受ける必要がある。 
 

②審査の流れ 

開発許可区域で土地を取得する場合、リゾート計画課又は地域計画課に事前打合せを

おこなう必要があり、事前打合せが終わると、開発許可の申請書を提出することになる。 
申請内容が複雑なものについては、専門家から再検討を受ける場合があり、その場合

には、修正指示を受けた計画の再提出を求められることがある。 
審査基準を満たしたものについては、自治体担当者は申請書に推薦を加え、家族、商

業、工業、公共団体という４つの面から検討する審議会に提出することになる。 
ここで審議会は開発の許可を与えるか、又はさらに再考するよう却下される場合があ

る。 
小規模開発案件では、Minor Development Issuance Delegation という法律の基準を

満たす場合、審議会の判断を得ずに自治体担当者から許可を受けることができる。 
 

③許可条件 

許可案件については、現時点の所有者のほか、将来のその不動産を所有する人間にも

許可条件の遵守が求められる。 
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６）リゾート経済活動への関与 
 
（１）ビジネスライセンス制度 
 

ウィスラーで事業をおこなう際には、ビジネスライセンスの取得が必要である。 
ビジネスライセンスは、インターネットの「the OneStop Business Registry」を通じ

て、自治体が許認可をおこなっており、他地域での別申請と一括した手続きがおこなえ

るようになっている。「the OneStop Business Registry」では、各公的機関（自治体の

ビジネスライセンスの許認可部署、州政府の事業者登録担当など）への登録及び住所変

更が一箇所でおこなえる。 
ビジネスライセンス制度の概要は以下のとおりである。 
 

①ビジネスライセンスを要する行為 

○ 利益を目的とした商品の売買、賃貸、交換、展示 
○ 商業広告 
○ 利益を目的とした事業所、個人等へのサービス活動 
 

②申請手続き 

事業内容によって審査日数が異なっている。 
○ 非居住者による事業 ・・・ 5 日間 
○ 商業地域での事業   ・・・ 10～20 日間 

以下のような審査、許可を事前に受ける必要がある。 
○ 建築基準法、都市計画法の基準 
○ 防火基準 
○ 自動車関連の取引規制（自動車の売買、解体）  
○ 自動車運搬業の規制（タクシー、リムジン業） 
○ 州、地方自治体のゴミ廃棄計画 
 

③ビジネスライセンス取得後の必要事項 

○ 日常的に目につくようなビジネスライセンスの明示 
○ 毎年１月のビジネスライセンスの更新手続き 
○ 低 165 ドル以上の料金 
○ ライセンス取得者が非居住者である場合、その地域で事業をおこなう間はライ

センスを携帯しなければならない。 

 
④ビジネスライセンスの料金 
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料金は 1 年ごとに発生するが、新規取得時には３ヶ月割の料金となっている。 
基本料金は 低 165 ドル、上限価格が 1,400 ドルとなっているが、業種によって以下

のような取り扱いがみられる。 
○ 自動車販売   ・・ １台当たり 28 ドル（ 低料金として 420 ドル） 
○ スキー場経営 ・・ リフト当たり 70 ドル 
○ 金融機関     ・・ 308 ドル 
○ 宿泊業       ・・ 一部屋あたり 10 ドル 

 
（２）宿泊施設ベッド数の上限設定 

ウィスラーでは、過度な開発を抑制し地域を適当な規模で維持するため、地域全体に

おける観光客のベッド数に上限を設けている。現在、52,600 数が上限となっているが、

すでに建築完了済の物件は上限に近く、数年で上限に達する見込みとなっている。 

 
 
７）観光投資・開発の成功要因と課題 

 
ウィスラーの発展の成功要因としては、次の点があげられる。 
第一は、長期的な都市計画（OCN）や開発・建築制ガイドライン（Zoning Laws）が地

域の経済価値の向上をもたらしていることである。これらは、土地の用途制限による開発

抑制策ではなく、むしろ環境悪化を 小限に留めながら持続的な発展を可能とする開発促

進策としての性格を有している。 
第二は、まちづくりに向けた行政主導の推進体制が確立していることである。ウィスラ

ーは、リゾート地形成のための地方自治体「Resort Municipality of Whistler（RMOW）」

として 1970 年代半ばに設立された。また、1978 年には新規開発地での不動産開発・経営

を目的として、ウィスラーが州政府と共同で「The Whistler Village Land Company」を

設立した。 
一方、ウィスラーの課題としては、リゾート地としての持続的な発展に向けて、冬季

に限定されたリゾート地域から年間を通じて新たな観光客を呼び込める通年型リゾート地

へ転換すること、変化する市場ニーズに応えられるだけの観光リゾート産業の多様性を持

つことが挙げられる。 
 
 
 



 119

３．インドネシア・バリ島における観光投資・開発の実態 
 
１）バリ島の概要 
 
（１）全体概要 

 
インドネシアの代表的観光地であるバリ島は、インドネシアの 33 の州（provinces： 

Provinsi)の 1 つであり、バリ島と周辺の小さな島から成る。 
バリ州は更に 8 つの県（regencies：kabupaten)と 1 つの政令都市である州都のデン

パサールに区分されている。 

 
図表Ⅳ－12 バリ州の位置とバリ州内の行政区分 

 

 
 （出所）野村総研作成 
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バリ州の人口は約 342 万人（沖縄の約 2.5 倍）、面積は約 5,500km2（沖縄の約 2 倍）、

人口密度は 600 人である。バリ州は国内で 4 番目の人口密度の高い州である。 

 
図表Ⅳ－13 バリ州（バリ島）の基本指標 
人口 3,422,600 人（2006 年） 
面積 5,449.37 km2 

人口密度 116 人（km2 2005 年、インドネシ

ア） 
 600 人（km2 2005 年、バリ） 

（出所）BPS（インドネシア統計局） 

 
（２）バリ島の主要観光地の概要 

 
バリ州の主な観光地の概要は以下の通りである。 

 
図表Ⅳ－14 バリ州の主な観光地 

 

 

（出所）野村総研作成 
 

①クタ・レギャン・スミニャック 
クタ・レギャンはバリ 大の繁華街。少し北上したスミニャックは比較的新しくスタ

イリッシュなリゾートエリア。 
②サヌール 
クタ・レギャンの都市的性格とヌサドゥアの高級リゾート的性格を合わせ持った、独

特の雰囲気を持つ地区。西洋人に人気のある長期滞在型のリゾートエリア。 
③ヌサドゥア 
バリ島の観光を活性化するために政府主導で造られたリゾートエリア。世界的に展開

するホテルリゾートが建ち並び、屋台やローカル食堂などはなく、バリ島の住民の生

活から完全に切り離されたリゾートのためのエリア。 
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④ウブド 
バリ島を代表する文化・芸術のエリアで、ギャラリーや美術館が多く、バリ島の伝統

舞踊公演も毎夜開かれる。 近は 5 つ星のホテルもできている。またウブドの周囲に

は、寺院等の伝統文化資源も多い。 
⑤ジンバラン・ウルワツ 
夕日の美しいビーチリゾートで、素朴さを残した美しいビーチ。シーフード屋台が有

名。リッツカールトン、フォーシージンズといった高級ホテルもある。 
⑥チャングー・タナロット 
タナロットには、有数の夕陽スポットとして有名なタナロット寺院があり、多くの観

光客が訪れる。近くにはニルワナ･ゴルフコースや有名なリゾートホテルも点在してい

る。 
⑦ロビナ 
黒砂のロビナビーチに面した海岸沿いの穏やかな雰囲気の地域。長期滞在する欧米人

旅行者が多く見られる。周囲には温泉や滝などのスポットもある。 
⑧デンパサール 
「北の市場」という意味の名前を持つデンパサール。バリ州の州都。大型の総合市場

が何件もある。 
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（３）バリ島への観光来訪客の動向 
 

 インドネシア全体の外国人来訪客数の推移を見ると、1997 年のアジア通貨危機を境に

減少したがその後は順調に回復し、2000 年には 500 万人を再び突破した。しかし、2002
年のバリ島テロ事件、2003 年の SARS の影響により再び観光客数は減少、2004 年には

532 万人に回復したが、翌 05 年に再度発生したバリ島テロ事件をきっかけに観光客数

は再び減少し、2006 年は 487 万人と再度 500 万人台を割り込んだ。 

 
図表Ⅳ－15 インドネシアにおける外国人来訪客数の推移 

（単位：人） 

1995 1996 1997 1998 1999 2000
4,324,229 5,034,472 5,185,243 4,606,416 4,727,520 5,064,217

2001 2002 2003 2004 2005 2006
5,153,620 5,033,400 4,467,021 5,321,165 5,002,101 4,871,351  

（出所）文化観光省およびバリ政府観光局 
 

インドネシアにおける各主要国際空港を利用する外国人来訪客数の推移は下記図表

のとおりである。バリ島（ングラライ空港）への観光客数は 2003 年のテロの影響から

脱却し、2004 年には約 150 万人に回復した。しかし、2005 年に再発生したテロの影響

により、2006 年には再び減少し約 126 万人となった。 
 

図表Ⅳ－16 各国際空港における外国人訪問客 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

年

人

スカルノハッタ空港
（ジャカルタ）

1,565,7061,457,340 883,016 819,318 1,029,8881,049,471 1,095,507 921,737 1,005,0721,105,202 1,147,250

ングラライ空港（バリ） 1,194,7931,293,657 1,246,2891,399,5711,468,2071,422,714 1,351,1761,054,1431,525,9941,454,804 1,260,317

ポロニア空港（メダン） 225,368 174,724 70,441 76,097 84,301 94,211 97,870 74,776 97,087 109,034 110,405

バタム空港 1,048,1191,119,238 1,173,3921,248,7911,134,0511,145,578 1,101,0481,285,3941,527,1321,024,758 1,012,711

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

（出所）1996-2005 年は中央統計局、2006 年はバリ州政府観光局 
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バリを訪れる外国人観光客の国籍を見ると、日本が常に 1 位で、2006 年には全体の

60％近くを占めた。2 位が台湾、3 位がオーストラリアである。 近の推移をみると、

台湾や韓国からの来訪客の伸びが大きい。 
 

図表Ⅳ－17 インドネシアおよびバリ島への国別訪問客数 

( 単位：人、％）
国籍 シェア

順位 2006 順位 2006 ( % )
シンガ
ポール I 1.154.082 XII 40.664 3.52

マレーシ II 698.124 V 72.724 10.42
日本 III 432.889 I 255.767 59.08
韓国 IV 298.228 IV 89.911 30.15
台湾 V 226.611 II 141.979 62.65

オーストラ
リア VI 208.205 III 132.236 63.51
中国 VI 184.094 XI 40.687 22.1

フィリピン VII 180.025 - 6.22 3.46
イギリス VIII 137.658 VI 62.772 45.6
アメリカ IX 129.162 IX 47.071 36.44
ドイツ X 108.918 VII 62.568 57.45

オランダ XI 93.147 X 40.833 43.84
インド XII 85.131 - 12.792 15.03
香港 XIII 75.099 - 9.55 12.72
タイ XV 68.201 - 7.583 11.12

インドネシア全体 バリ

 

（出所）バリ州政府観光局資料 
 

図表Ⅳ－18 バリ島への 10 大観光訪問客の国籍比較（2001 年～2007 年 3 月） 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

国・地域

人
数

2001 296,282 154,575 238,857 35,634 84,028 116,323 17,496 63,359 42,944 40,633

2002 301,380 168,756 183,561 41,036 72,599 96,806 19,960 50,007 43,623 39,638

2003 185,751 170,533 139,018 46,365 53,374 50,043 34,820 35,937 29,628 32,567

2004 326,397 183,624 267,520 80,273 70,050 55,546 62,974 50,616 40,441 32,805

2005 287,700 231,706 249,001 71,299 73,998 75,845 66,568 51,739 44,869 41,998

2006 255,767 141,979 132,236 89,911 62,568 62,772 72,724 47,071 50,858 40,833

2007 83,444 32,267 35,838 28,556 11,537 12,474 21,231 10,754 10,904 11,196

日本 台湾
オーストラリ

ア
韓国 ドイツ イギリス マレーシア アメリカ フランス オランダ

 

（出所）BTDC 提供資料 
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インドネシア文化観光大臣は、2007 年までにインドネシア全体で外国人来訪客を 550
万人にまで増やすという目標を掲げている。しかし、同省副大臣は上記目標が控えめで

あるとし、07 年の目標を 700 万人にすべきとの見解を示している1。また、バリ州だけ

でも 2007 年の外国人観光客の目標を 170 万人と定めている2。 
バリ島の外国人観光客数に関しては、2006 年時点ではテロの影響から完全に復帰して

いないが、2007 年以降のパフォーマンスには大きな期待が寄せられている。2007 年第

1 四半期のバリ島への外国人観光客数は、1 月は前年比 45％増、2 月は同 68%増、3 月

は同 47%増と急激に回復している。これは過去 10 年で 高だった 2004 年の記録を上

回るものである。 
さらに、米国系旅行雑誌「Travel and Leisure」によるランキングで、バリの 3 軒の

ホテルが世界トップ 10 入りしており（Four Seasons Resort Bali at Sayan＝2 位、Four 
Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay＝5 位、Ritz-Carlton Bali Resort & Spa＝7 位）、

バリ島そのものは「世界ナンバーワン観光島」に入賞した3。 
以上のように、バリ島は、2002 年と 2005 年のテロ事件により観光客数は変動してい

るものの、基本的には世界有数の観光リゾート地としての魅力を維持しており、年間 150
万人以上の外国人観光客の集客力を持っていると判断される。 

 
図表Ⅳ－19 2007 年直近（1～3 月）のバリ島への外国人訪問客数の動向 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

人
数

2004年 109,613 89,309 104,420

2005年 107,728 105,402 121,457

2006年 79,721 73,430 84,109

2007年 115,557 123,220 124,909

1月 2月 3月

 
（出所）2004-2005 年:文化観光省、2006 年:バリ観光評議会、2007 年:中央統計局 

                                                   
1 Indonesian Commercial Newsletters 2006 年 12 月 
2 バリ州知事事務所でのインタビューより 
3 http://www.travelandleisure.com/worldsbest/2006/index.cfm 
http://www.travelandleisure.com/worldsbest/2006/results.cfm?cat=islands 
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（４）バリ島への観光投資の動向 
 

①バリ島への投資の全体的動向 
バリ島への外国直接投資は 1988 年頃から始まり、1995 年以降急増し、2000 年以降

さらに加速化する様相を見せている。1995 年頃まではインドネシア国内資本による投資

が中心であったものが、それ以降は外資が投資をリードしている構図がみてとれる。 
 

図表Ⅳ－20 国内資本および外国資本によるバリ島への投資の推移 

年
新規プロ
ジェクト数

投資計画 (百万

Rp)
投資実績 (百万

Rp) %
新規プロ
ジェクト数

投資計画 (百万

Rp)
投資実績 (百万

Rp) %
1971 3            6,777.6               149,570.7          2,206.8 -        -                      -                       -            
1972 3            4,394.3               9,966.7              226.8    -        -                      -                       -            
1973 -           -                        -                       -          -        -                      -                       -            
1974 -           -                        -                       -          -        -                      -                       -            
1975 -           -                        -                       -          -        -                      -                       -            
1976 1            332.0                  1,066.4              321.3    -        -                      -                       -            
1977 1            82,039.6             82,040.0            100.0    -        -                      -                       -            
1978 1            9,127.0               112,321.0          1,230.7 -        -                      -                       -            
1979 -           -                        -                       -          -        -                      -                       -            
1980 1            2,827.7               3,964.4              140.2    -        -                      -                       -            
1981 -           -                        -                       -          -        -                      -                       -            
1982 -           -                        -                       -          -        -                      -                       -            
1983 1            31,000.0             31,515.2            101.7    1          25,315.6           23,102.5            91.3        
1984 -           -                        -                       -          -        -                      -                       -            
1985 2            4,685.1               68,728.4            1,467.0 -        -                      -                       -            
1986 4            3,097.6               3,689.2              119.1    -        -                      -                       -            
1987 8            26,813.7             20,277.0            75.6      -        -                      -                       -            
1988 8            255,521.2           298,234.1          116.7    3          184,860.9         351,099.7          189.9      
1989 14          287,399.5           348,334.8          121.2    8          65,654.5           104,600.6          159.3      
1990 18          482,718.7           230,041.7          47.7      8          260,763.5         261,561.0          100.3      
1991 14          505,035.2           446,827.0          88.5      6          27,433.7           6,875.8              25.1        
1992 17          23,099.7             19,959.7            86.4      5          12,316.2           32,865.7            266.9      
1993 13          351,232.8           127,840.3          36.4      2          6,364.1             6,837.6              107.4      
1994 34          920,801.3           1,152,261.5        125.1    5          31,594.0           25,872.9            81.9        
1995 29          174,278.9           276,461.3          158.6    33        142,201.4         520,936.5          366.3      
1996 25          346,531.0           58,438.8            16.9      41        946,323.4         119,459.8          12.6        
1997 23          817,116.6           495,770.0          60.7      19        315,429.0         296,039.0          93.9        
1998 27          654,207.5           40,294.3            6.2        76        922,360.9         440,598.2          47.8        
1999 23          1,143,004.9        1,548.6              0.1        126      1,884,450.3      275,954.8          14.6        
2000 9            179,255.5           16,985.3            9.5        116      1,783,071.4      106,848.0          6.0          
2001 18          697,358.0           1,587.0              0.2        100      530,587.0         111,744.6          21.1        
2002 6            145,458.6           135,153.0          92.9      86        9,972,782.4      595,963.6          6.0          
2003 12          436,013.6           148,667.1          34.1      93        1,412,646.4      764,382.2          54.1        
2004 10          303,369.5           101,000.0          33.3      139      4,608,461.8      485,695.6          10.5        
2005 8            2,853,128.0        280.0                 0.0        169      10,550,151.1    138,519.6          1.3          
2006 8            8,530,625.0        -                       -          162      2,029,393.2      340,058.8          16.8        

計 341        19,277,249.8     4,382,823.5        7,023.6 1,198   35,712,160.8    5,009,016.4       1,673.0   

国内資本投資 外国資本投資

 

（出所）投資調整庁バリ支局（BKPMD）資料 
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②外資の国籍別の投資動向 
外資の国別動向を直近 3 ヵ年についてみると、シンガポール、イギリスからの投資が

突出している。次に韓国やオーストラリアの投資額が大きい。日本も第 5 位の投資額と

なっている。 
投資調整庁バリ支局（BKPM）によると日本からの投資はアグロビジネス（コーヒー

農場など）や不動産投資が主とのことである。 
 

図表Ⅳ－21 バリへの国別の外資投資実績(2006 年時点上位 10 カ国) 

プロ
ジェク
ト数 金額 (US$)

プロ
ジェク
ト数 金額 (US$)

プロ
ジェク
ト数 金額 (US$)

シンガポール 4 920,000 8 61,292,111 2 750,000
イギリス 11 27,261,528 17 34,585,111 2 200,000
韓国 9 14,150,000 10 14,600,000 3 3,750,000
日本 21 6,650,000 19 7,395,000 6 1,250,000
オーストラリア 22 13,850,000 15 6,400,000 6 1,800,000
オランダ 8 3,600,000 10 5,869,500 5 1,600,000
ドイツ 12 4,570,000 9 5,794,000 1 250,000
スリランカ - - 1 5,555,555 - -
フランス 14 3,350,000 13 3,250,000 3 750,000
ベルギー - 5 2,640,000 - -

計 141 127,014,236 136 158,771,277 43 18,800,000

20072005 2006
国名

 

（出所）投資調整庁バリ支局（BKPMD） 

 
 
③セクター別の投資動向 

外資による投資をセクター別にみると、観光関連分野である「商業」、「ホテル&レス

トラン関連」が非常に大きな割合を占めている。商業、ホテル&レストランともに、2004
年以降の投資プロジェクト件数（承認ベース）は、年間 30～40 件に達している。 

 
 
 



 127

  
 

図表Ⅳ－22 バリへのセクター別直接投資額の推移（承認ベース） 

数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp） 数 額 （百万Rp）

1 畜産 -         -                 -    -                -  -                -  -                # -                 -    -                 -   -                -  -                  -   -                  -  -                 
2 林業 -         -                 -    -                -  -                -  -                # -                 1      870.0            -   -                -  -                  -   -                  -  -                 
3 漁業 -         -                 1    3,240.0       1    5,000.0       -  -                # -                 5      19,579.5       -   -                1   2,531.3         1    3,750.0         2   34,641.1     
4 鉱業 -         -                 -    -                -  -  -                # -                 -    -                 -   -                -  -                  -   -                  -  -                 
5 食用植物、農園業 -         -                 1    10,125.0     -  -  -                # -                 1      811.4            -   -                -  -                  -   -                  -  -                 

-         -                  2      13,365.0       1      5,000.0         -    -                  # -                  7      21,260.9         -     -                  1     2,531.3           1      3,750.0           2     34,641.1       
2        1      7     1      3      

6 非金属の鉱物 -         -                 -  -                -  -                1    1,014.0       -  -                 -    -                 -   -                -  -                  -   -                  -  -                 
7 食品 -         -                 -  -                1    762.1          2    2,865.3       -  -                 -    -                 -   -                2   11,660.6       -   -                  2   3,189.3       
8 テキスタイル -         -                 3    5,850.0       -  -                1    3,550.4       -  -                 1      4,760.0         -   -                3   13,518.2       -   -                  3   26,741.0     
9 革製品、履物 -         -                 -  -                -  -                1    3,258.0       -  -                 -    -                 -   -                -  -                  -   -                  -  -                 

10 木材 -         -                 1    1,530.0       -  -                -  -                -  -                 5      17,109.0       -   -                2   6,925.0         -   -                  4   27,087.7     
11 紙、印刷 -         -                 -  -                -  -                -  -                -  -                 -    -                 -   -                -  -                  -   -                  1   1,940.0       
12 ゴム、プラスチック -         -                 -  -                -  -                -  -                -  -                 -    -                 -   -                1   3,792.0         -   -                  1   1,980.0       
13 金属、機械、エレクトロニクス -         -                 1    4,005.0       -  -                1    1,641.8       -  -                 2      45,579.6       -   -                1   0.7                -   -                  1   9,000.0       
14 医療機器、精密機械、光学 -         -                 -  -                -  -                -  -                -  -                 -    -                 -   -                -  -                  -   -                  -  -                 
15 自動車、トランスポテーション -         -                 -  -                -  -                -  -                -  -                 -    -                 -   -                -  -                  -   -                  -  -                 
16 その他 -         -                 1    900.0          -  -                2    2,380.0       -  -                 6      34,855.9       -   -                5   74,035.5       -   -                  2   8,490.0       
17 化学、製薬 -         -                 -  -                -  -                -  -                -  -                 1      2,760.0         -   -                3   8,505.0         -   -                  1   1,113.9       

-         -                 6    12,285.0     1    762.1          8    14,709.5     -  -                 15    105,064.5     -   -                17 118,437.0     -   -                  15 79,541.8     
6        9    15 17  15  

18 その他のサービス 2        91,500.0       15  202,450.0   -  -                18  114,745.1   -  -                 21    74,047.5       2    2,822,713.0 37 134,364.2     2    2,000.0         28 112,303.8   
19 電気、ガス、水道 -         -                 -  -                -  -                -  -                -  -                 -    -                 -   -                -  -                  1    20,000.0       -  -                 
20 建設 -         -                 3    14,216.7     -  -                -  -                -  -                 8      9,760.3         -   -                30 9,066,706.1  -   -                  12 61,428.6     
21 商業、修理 -         -                 28  9,163,610.5 -  -                23  28,661.1     -  -                 43    1,283,850.9  -   -                38 82,645.7       1    1,500.0         42 159,300.9   
22 ホテル、レストラン 2        52,836.6       19  537,119.5   6    392,954.4   29  1,173,357.5 2   276,069.5   31    3,059,647.0  2    29,500.0     34 1,090,842.4  1    8,500,000.0  39 743,650.0   
23 トランスポーテーション、倉庫、コミュニケーション 2        1,122.0         13    29,735.7       3      37,109.6       9      54,910.6       5     5,250.0         7      19,267.3         4      915.0            7     13,831.6         2      3,375.0           8     242,478.6     
24 住宅、鉱業地域、オフィス -         -                  -    -                  1      187.5            1      26,262.7       2     22,050.0       3      35,563.5         -     -                  3     38,556.3         -     -                    9     596,048.5     

6        145,458.6     78  9,947,132.4 10  430,251.5   80  1,397,936.9 9   303,369.5   113  4,482,136.5  8    2,853,128.0 149 10,426,946.4 7    8,526,875.0  138 1,915,210.3
84      90  122 157 145

6        145,458.6     86  9,972,782.4 12  436,013.6   88  1,412,646.4 9   303,369.5   135  4,608,461.8  8    2,853,128.0 167 10,547,914.6 8    8,530,625.0  155 2,029,393.2
92      100 144 175 163

10,442,085.3                                    

10,118,241.0                                 1,848,659.9                                  4,911,831.3                                    13,401,042.6                                  10,560,018.2                                  

10,092,591.0                                  1,828,188.3                                    4,785,505.9                                      13,280,074.4                                    

38,391.1                                           

12,285.0                                        15,471.6                                       105,064.5                                       118,437.0                                       79,541.8                                         

13,365.0                                         5,000.0                                           21,260.9                                           2,531.3                                             

計

国内資本投資と外国資本投資の合計

計
国内資本投資と外国資本投資の合計

No

第三次産業

第二次産業

第一次産業

計

国内資本投資と外国資本投資の合計

計
国内資本投資と外国資本投資の合計

2006
国内資本投資 外国資本投資

セクター

2004
国内資本投資 外国資本投資

2005
国内資本投資 外国資本投資

2002
国内資本投資 外国資本投資

2003
国内資本投資 外国資本投資

 
（出所）投資調整庁バリ支局（BKPMD）資料 
 



 
 
 

（５）バリ島における主要観光産業の動向 
  

①ホテル等の観光産業 
バリ島には、高級リゾートホテルからエコノミーホテルまで多様な種類のホテルが数

多く立地している。全体の総客室数は、2006 年現在で約 41,500 室に達している。 
各ホテルのランク付（1 ツ星～5 ツ星のランク付け）は、バリ州政府観光局が行って

いる。星付きのホテルに関する営業許可は州政府から、星付でないホテルは県政府から

下りる。 
ホテルのオーナー（投資家）は、インドネシア資本が多い。ホテルのオペレーション

は外国のホテルマネジメント会社に委託するケース、自社でオペレートするケースの両

方があるが、所有と経営はほぼ完全に分離している。 
 

図表Ⅳ－23 バリ島の主要ホテルのオーナーとオペレーター 

ホテル名 オーナー（投資家） オペレーター

①フォーシーズン
Hotel Property Limited,
Singapore

Ｆｏｕｒ Seasons Hotels and Resorts, Ltd
（自社オペレート）

②リッツ・カルトン インドネシア・ジャカルタ資本 マリオットの傘下会社

③ブルガリ インドネシア・ジャカルタ資本 マリオットの傘下会社

④アマン　リゾート 香港チャイニーズ＋インドネシア 自社オペレート

⑤ヌサドゥア・ビーチ ロイヤル・ブルネイ 自社オペレート

⑥ＮｏｖｏｔｅｌなどのＡｃｃｏｒグ
ループのホテル

インドネシア・ジャカルタ資本
Ａｃｃｏｒグループ（マネージメント会社で
あるＡＣＣＯＲと各ホテルとの契約）

⑦Ａｓｔｏｎグループのホテ
ル

インドネシア資本
Astonグループ（マネージメント会社で
あるＡｓｔｏｎと各ホテルとの契約）  

（出所）現地ヒアリング調査より 
 
 
世界から多くの観光客を惹きつけているバリであるが、ホテル稼働率を見るとそれほ

ど高くないことが伺える。下図表のとおり、ホテル室数が観光客数の変動にもかかわら

ず毎年上昇しており、2006 年に関しては前年比 10%増のスピードである。その結果ホ

テル稼働率は 40%にまで落ち込んでいる。 
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図表Ⅳ―24 インドネシアのホテル稼働率（トップ 15 地域のみ抜粋） 

（単位：％）

地方 2001 2002 2003 2004 2005 2006

中央カリマンタン 64.08 62.99 63.94 42.7 62.95 NA
ジャカルタ 46.14 48.08 48.76 51.08 54.53 NA
東カリマンタン 51.49 61.12 59.19 54.5 53.55 NA
北スラウェシ 33.29 44.13 49.68 51.92 51.55 NA
中央スラウェシ 35.13 38.03 53.91 52.93 51.55 NA
南カリマンタン 50.87 43.21 44.68 46.98 51.4 NA
マルク 15.89 15.4 38.88 48.11 51.02 NA
ランプン 55.41 58.58 53.03 45.56 47.54 NA
ナングロアチェダ
ルサラム

39.25 54.42 48.14 48.73 47.47
NA

東南スラウェシ 41.07 30.01 31.06 43.61 47.3 NA
東ヌサテングサ 34.73 34.58 43.52 43.86 46.71 NA
バリ 56.69 51.58 43.17 48.65 46.45 40.35

インドネシア全体 44.79 44.28 45.03 44.98 45.03 NA  

（出所）バリはバリ政府観光局、その他は中央統計局 
 

図表Ⅳ－25 バリにおける観光施設数 

観光施設 2002 2003 2004 2005 2006
ホテル室数 35.212 35.349 36.232 37.371 41.514
旅行代理店/支店数 440 439 455 492 522
ツアー外度数 6.704 6.826 7.039 7.039 7.039
観光スポット数 205 226 226 255 255
水関係アトラクション数 142 159 157 162 167
レストラン軒数 12.985 15.084 15.534 16.01 14.937  

（出所）バリ政府観光局資料 
 
 
 

②MICE 産業 
バリ島はインドネシアで有数のイベントや国際会議の開催地で、MICE (Meeting, 

Incentive, Convention/Congress, Event/Exhibition の略称。企業等のミーティング、企

業報奨・研修旅行、国際会議、国際展示会、国際見本市）訪問客の集客力も高い。 
バリ島への訪問客のうちどの程度が MICE 訪問客であるかは、統計が存在しないが、

インドネシア会議コンベンション協会 (Indonesian Congress and Convention 
Association)によると、インドネシアで開催される国際会議全体に占めるバリ島の割合

は優に 50％を超えるという。また、国際会議コンベンション協会 (International 
Congress and Convention Association)の 2005 年の統計によると、バリ島で開催された

国際会議数は 18 件で、インドネシア全体（31 件）の 58％を占めている。 
バリ島の国際会議開催件数ランキングはアジアで 12位、世界では 59位となっている。 
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図表Ⅳ－26 アジア諸国における 2005 年の国際会議開催数ランキング 
順位 都市 会議数 

1 シンガポール 125 

2 香港 95 

3 ソウル 77 

4 北京 61 

5 バンコク 56 

6 台北 42 

7 東京 40 

8 クアラルンプール 38 

9 上海 29 

10 ニューデリー 20 

11 マニラ 19 

12 バリ 18 

13 京都 15 

14 ハノイ 11 

（出所）国際会議コンベンション協会(International  
Congress and Convention Association)資料より作成 
 

バリ島では首脳会議級の会合が開催されることも多い。古くは 1976 年に第 1 回アセ

アン首脳会議がバリ島で開催されているが、2003 年の第 9 回アセアン首脳会議も会場

はバリ島であった。アジア欧州会合(ASEM)の財務大臣会合、外務大臣会合（いずれも

2003 年）もバリ島で開催地されている。 近では、2007 年 5 月にはイスラム途上国８

カ国（D8）首脳会議、同年 4 月には列国議会同盟(Inter-Parliamentary Union)4会議が

開催された。 
このように、MICE 産業はバリ島にとって重要な産業の１つである。インドネシア文

化観光省はインドネシアの 12 の都市で MICE 産業の振興を図っていくとしているが5、

その中にはバリ島も含まれている。 
 
バリ島の中でコンベンション施設は、主にヌサドゥアに集中している。中心となるの

は 2,500 人収容のシアターを有するバリ国際コンベンションセンター (Bali 
International Convention Centre : BICC)である。同センターはウェスティンホテルに

                                                   
4 国会の代表が結集する国際機関。本部ジュネーブ 
5 同省の海外プロモーション部長による 2006 年 10 月の第 14 回インセンティブトラベル

コンベンション会議(14th Incentive Travel & Convention Meeting (IT&SMA))における

コメント。12 都市はジャカルタ、バリ、バンドン、バタム、バリクパパン、スラバヤ、ジ

ョクジャカルタ、メダン、パダン、セマラン、マナド、マカッサル 
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隣接しており、運営もウェスティンホテルが行っている。ヌサドゥアには他にも 100 人

以上を収容できるミーティングスペースを有するホテルが 8 ヶ所ある。 
関係者へのインタビューによると、バリ島のコンベンション開催地としての魅力は次

の３点になる。 
○ 仕事だけでなくレジャーが充実している。（コンベンションには配偶者同伴でく

る人も多いが、会議に参加しない配偶者も楽しめる。また会議の後のアクティ

ビティーも豊富） 
○ ジャカルタに比べて交通渋滞がなく、治安がよい。 
○ 施設が整っている。（ヌサドゥアのホテルは隣接していて、行き来が便利。ジャ

カルタにもホテルはたくさんあるが、ヌサドゥアのように一箇所に集中してい

ないので、移動に手間がかかる） 
 

バリ島の MICE 開催地としてのプロモーション活動は主に民間企業が担っているよ

うである。業界関係者や政府機関の話によると、主なプロモーション活動は海外の MICE
フェアへの出展である。州政府は参加者へのお土産品の提供、ウェルカムディナーの開

催といった形で支援することがある。MICE 産業促進のために、イベントオーガナイザ

ーに補助金の提供など様々なサポートを行っているシンガポールに比べると、政府のバ

ックアップは薄いようであるが、バリ島は観光地として知名度も高く、上記のような魅

力も兼ね備えていることから、MICE 開催地としても成功しつつある。 
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２）バリ島開発の経緯6 
 

バリの観光開発が本格的に始まったのは 1920 年代からである。1920 年代、オランダの

初のクルーズ船がやってきた。その後、政府は観光開発を進めるため、1925 年にバリで

初めてのホテル「バリホテル」を建設した。バリホテルができてからさらに多くの観光客

が訪れるようになり、特にバリの文化に惹かれて画家や小説家、写真家、自然愛好家がバ

リでの生活に興味を持ち滞在するようになった。 
 
1960 年代にングラライ空港（Ngurah Rai International Airport、通常デンパサール国

際空港と呼ばれる）ができてからは、さらに外国からの観光客が増加した。1966 年、当時

のスカルノ大統領は、さらに観光を促進させるため、サヌール海岸沿いに日本の戦後補償

金で「バリビーチホテル」（現在はグランドバリビーチ）を建設した。このホテルはバリで

唯一「椰子の木よりも高い」ビルである。しかし一方で、「このまま開発が進みこのような

高層建築物が立ち並ぶとバリがバリらしくなくなるのではないか」との危機感がバリ州政

府関係者、バリ観光関連業界団体の間に広まった。 
 
1970 年代にはいると観光客や投資の増加による環境問題も深刻になってきた。バリ州政

府は、観光開発をバランスよく進めるため、世銀や国連開発計画（UNDP）の支援を受け、

1970 年にフランスのコンサルタントである SCETO（SOCIETE CORSE EVALUATION 
ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR）に観光開発関連の調査を依頼した。SCETO は調

査をもとに、バリ全体の観光開発計画案（マスタープラン）を立案し、以下の３つの地域

をモデル地域として包括的リゾートを開発することを提案した。 
○ ギリマヌク 
○ ヌサドゥア 
○ バタンバイ 

また、バリ州は観光乱開発を防ぐために、1974 年、州規定によりバリの観光は「文化」

に根ざしたもので無ければならないと定めた。これは 1991 年第 3 号の規定で改定された7

が、この規定では、カジノなどギャンブルは全て禁止されている。 
終的にバリ州政府は、土地も豊富で、交通の便もよく、白砂もあり風景豊かなヌサド

ゥアをモデル地区として選定し、主要ホテルは全てヌサドゥアに集中させ、観光客はヌサ

ドゥアを拠点としてバリの北部を訪れ戻ってくるという形を目指した。 
ヌサドゥア開発は、一部世銀の資金援助を受け着手され、同プロジェクトの推進役とし

て、「バリ観光開発公社」（BTDC:Bali Tourism Development Corporation）が設立された。 
世銀の記録によると、同プロジェクトは 1974 年に承認され、1983 年に世銀のプロジェ

                                                   
6 バリ州政府観光局提供資料、および各種インタビューをもとに記載 
7 「文化に根ざした観光」1991 年州規定第 3 号 
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クトとしては完了している8。内容は、2,500 室のホテルを完備するヌサドゥア観光開発の

ための基礎インフラの整備、観光地区までのアクセス道路整備、デンパサールのバイパス

道路整備、デンパサール北側の 11 の道路整備、ホテル訓練所建設、BTDC への技術アド

バイスの提供などが含まれていた9。 
 
ヌサドゥア開発は順調に進み高級リゾート地が形成されたが、当初のヌサドゥアにホテ

ルを集め、バリ全体をコントロールしながら観光開発を行うという目標は達成されなかっ

た。バリ島の全てが国有地というわけではなく、特に 1990 年代後半からの地方分権化の

流れが強まる中、州政府が各県レベルの政策に口出しをすることはできず、バリ島（州）

全体でのホテル建設に歯止めをかけることができなかったからである。 
このため、州政府はこの目標を変更し、2005 年第 3 号の「バリ州空間整備規定」で、

15 の観光地域を定め、これらの観光地域以外における観光開発を禁止した。また、この

15 の観光許可地域の他に、6 の観光誘致目的特別地区 を定めている。これらの観光地域

は次図表のとおりである。 
さらに、州政府は、ホテル客室数の供給過多をこれ以上進ませないために、2005 年より、

デンパサール市、バドゥン県、ギヤニャール県におけるホテル建設および客室数の増床を

一時的に禁止（モラトリアム）した10。 
 

                                                   
8 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&th
eSitePK=226309&menuPK=287106&Projectid=P003738 
9 ヌサドゥアの開発に関しては、次章で別途解説。 
10 バリ州政府観光局へのインタビュー 
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図表Ⅳ－27 バリ島（州）における 15 の観光許可地域 
① ヌサドゥア（バドゥン県） 
② トゥバン（バドゥン県） 
③ クタ（バドゥン県） 
④ サヌール（デンパサール市） 
⑤ ウブド（ギャニャール県） 
⑥ レビ（ギャニャール県） 
⑦ ソカ（タバナン県） 
⑧ ペランチャック（ジェンブラナ県） 
⑨ カンディクスマ（ジェンブラナ県） 
⑩ バトゥ・アンパル（ブレレン県） 
⑪ カリブクブク（ブレレン県） 
⑫ ヌサベニダ（クルンクン県） 
⑬ カンディダサ（カランガセム県） 
⑭ ウジュン（カランガセム県） 
⑮ トゥランベン（カランガセム県） 

 ＜観光誘致目的特別地区＞ 
タナ・ロット 
ブドグル 
ギリマンリック 
パリサリ 
キンタマニ 
アイル・サニー 

（出所）バリ州政府「バリ州（領域）の空間整備計画に関する 2005 年第 3 号州

政府規定」 
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３）バリ島における観光開発推進機関と観光政策 
 
（１）バリ州の観光関連主要機関 
 

バリ州における主な観光関連機関は下記のとおりである。 
 

省庁･機関名 概要（観光関連） 

バリ州知事事務所 
バリ州の観光関連の事項を州規制等を通じて管理する。リゾー

ト開発に関するライセンスは州政府から得る必要がある。 

バリ州政府観光局 

Bali Government Tourism 

Office 

(Bali Tourism Authority) 

州知事事務所と密接に連携し、バリ観光開発を推進し、各種ラ

イセンスを供与。 

各県事務所 ホテル建築に関する許可は県レベルで取得。 

バ リ 地 域 開 発 局 （ Regional 

Development Planning 
Board ） BAPPEDA Propinsi 

Bali 

地 域 開 発 局 （ Regional Development Planning Board ）

BAPPEDA の地方事務所。主にバリ州の土地利用に関する管

理を司る。 

インドネシア投資調整庁バリ州

事務所（BKPMＤ） 

投資調整庁（ＢＫＰＭ）の地方事務所。投資に関する申請受付、

許可、投資関連統計の整備等を行う。 

バリ観光評議会 

Bali tourism board 

バリにある 9 つの観光関連業界団体をまとめ、民間と政府の間

の調整を司る。 

 
 
（２）観光開発に関する主なライセンスと許認可事項 
 

①バリ島における開発事業の許認可等のプロセスと内容 
 バリにおける観光関連施設の建設と運営を行うためは、種々のライセンスと許可を取

得する必要がある。開発業者はおおむね下記の手順を踏むことが求められる11。 
○ 観光リゾート開発に関するライセンスの取得 ＜バリ州知事による許可＞ 
○ 土地利用許可（land building license）＜バリ州知事による許可＞ 
○ 建設許可(IMB)（デザインに関しては、バリ全体の建築スタイルに沿ったもの

で無ければならない）＜県事務所からの許可＞ 
○ ホテル建設を行う前に、建築予定地近所の許可を得る必要がある。これは直接

近所の住民に聞くことになる。 
                                                   
11 バリ州政府観光局、PT Griya Shanti へのインタビューより 
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○ 観光施設経営許可 ＜バリ州政府観光局による許可＞ 
 その他、各ホテルのランク付（1 ツ星～5 ツ星のランク付け）は、バリ州政府観光局

が編成したチームが行う。星付きのホテルに関する経営許可は州レベルで得なければな

らないが星付でないホテルは、県レベルで経営許可が下りる。 
 

特に建築関連の規制は、下記の州規制で定められている。（括弧内は 新改定版年号） 
○山の上での建設禁止に関するバリ州知事インストラクション（1989 年第 7 号） 
○バリ州の空間整備計画に関する州政府規定（2005 年第 3 号） 
○建物の建築条件に関する州政府規定（2005 年第 3 号） 

これらの規制の中では、例えば次のような規定がなされている。 
・15m 以上の高さのビルを建設してはならない12 
・海岸沿い 100m 以内のビル建設禁止13 
・寺院に近いホテル建設禁止14 

 
なお、現在の観光関連に関する規制一覧は下記のとおりである。 

 
図表Ⅳ―28 バリ州における観光分野の諸規定 

【観光分野における規定集Ⅰの項目】 
 

１． ホテルの事業及びランク分けに関する観光・郵政・電信大臣決定 
２． ウォーターアクティビティ事業規定に関する観光・郵政・電信大臣決定 
３． ウォーターアクティビティ事業規定の実践に関する観光総局長決定 
４． 観光ガイド及びコーディネーターに関する観光・郵政・電信大臣決定 
５． 観光ガイド及びコーディネーター指導要領に関する観光総局長決定 
６． 観光（関連事項／部門）に関するインドネシア共和国法律 1990 年第 9 号 
７． 観光ガイドサービス業に関する観光・郵政・電信大臣決定 
８． コンベンション、インセンティブ旅行、展覧（示）会サービス業に関する

観光・郵政・電信大臣決定 
９． 観光業の「周辺（環境）影響調査」への対応の解決に関する観光・郵政・

電信大臣決定 
１０． 旅行会社及び旅行代理店事業規定に関する観光・郵政・電信大臣決定 
１１． 観光分野における環境管理及び環境モニタリング政策の編さんテクニック

の指針に関する観光・郵政・電信大臣決定 
１２． 観光（関連事項／部門）の実践に関するインドネシア共和国政府規定 
１３． インドネシアへの中国（RRC）からの旅行者の訪問を催行する旅行会社の

条件に関する文化・観光大臣決定 
１４． ホテルのランク付けに関する文化・観光大臣決定 
１５． 短期訪問ビザ免除に関するインドネシア共和国大統領決定 
１６． 短期訪問ビザ免除に関する法務・人権大臣の回覧状 

                                                   
12 バリ州の空間整備計画に関する州政府規定第 30 条 
13 同第 18 条 
14 同第 20 条 
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１７． １５．の変更に関する大統領決定 
１８． 到着ビザに関する法務・人権大臣決定 
１９． 文化及び観光（関連事項）の開発に関する大統領のインストラクション 

 
【観光分野における規定集Ⅱの項目】 

 
１． 峡谷保護に関する州政府規定 
２． バリ州において活動する外国人旅行者に対する監督及びサービスに関する

バリ州知事決定 
３． 山の上での建設禁止に関するバリ州知事インストラクション 
４． 観光ガイドに関する州政府規定 
５． 文化（に根ざした）観光に関する州政府規定 
６． バリ州におけるウォーターアクティビティのロケーション決定（指定）に

関する州知事決定 
７． バリ州におけるウォーターアクティビティの事業地の認可（許可）条件に

関する州知事決定 
８． バリ州における名札（看板・ネームボード）、標識、横断幕、広告における

インドネシア語の使用テクニック（要領）に関する州知事決定 
９． バリ州におけるラフティング事業のための河川利用に関する州知事決定 
１０． バリ州における芸術・芸能関連事項の調整に関する州知事決定 
１１． バリ州における観光地域の観光事業の指導に関する州政府規定 
１２． 観光局の任務詳細に関する州知事決定 
１３． バリ州の空間整備計画に関する州政府規定 
１４． 生活環境の汚染・破壊のコントロールに関する州政府規定 
１５． 建物の建築条件に関する州政府規定 
１６． 観光ガイドに関するバリ州知事の規定 

 
（出所）「観光分野における規定集 I および II」（2006 年 バリ州政府観光局） 
 
 
（３）バリ島の土地利用に関する規定 
 

バリ州内の土地利用に関しては、前述のとおり 15 の観光許可地区が定められている

のに加えて、「バリ州の空間整備計画に関する州政府規定（2005 年第 3 号）」によると、

2010 年までの土地利用の方向が定められている。土地利用は、大きく「保護地区」と「開

発可能地区」に分けられる。 
「保護地区」としては、保護林、バリ西部国立公園(TNBB)、マングローブ生息地区、

森林公園・自然観光公園、火山噴火危険地区、水害危険地区、自然保護区が定められて

いる。また、「開発可能地区」としては、観光地区、水田、農地・農産物生産地、居住

地区、観光誘致目的特別地区、道路、建設予定道路などが定められている。 
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４）ヌサドゥア地区開発とバリ観光開発公社 
 
（１）ヌサドゥア地区開発の概要 

 
ヌサドゥア地区は、前述のとおりインドネシアで 初の観光リゾート地として政策的

に開発されたエリアであり、開発を担ったのは、バリ観光開発公社（BTDC:Bali Tourism 
Development Corporation）である。 

BTDC は、1973 年 11 月、政令（Government Regulation）PP No. 27/1972 に基づ

いて設立された完全政府所有会社である。財務省（Minister of Finance)と、観光･郵便・

通信省（現在の文化観光省）が出資者である。 
BTDC の設立目的は、インドネシア政府の経済･国家開発計画を担い、雇用創出と外

貨獲得を達成することであった。 
前述した SCETO の提言に沿ってヌサドゥア地区がリゾート開発されることに決まっ

た後、1973 年にはパシフィック･コンサルタンツ・インターナショナルと BTDC が世銀

の融資を受け「ヌサドゥア・マスタープラン」を作成した。 
BTDC は、ヌサドゥア地区の 300ha の土地（民有地）を購入し、マスタープランにし

たがって造成及び基盤整備を行い、用地を国内外の投資家や開発事業者にリースし開発

を誘導した。その結果、高級リゾートホテルを中心とする、魅力的なリゾート地が形成

された。 
 
 

（２）ヌサドゥア地区への観光客数の推移 
 
ヌサドゥアへの観光客数は、 近では概ね年間 30 万人強の水準となっている。ヌサ

ドゥアを訪れる外国人観光客の国籍を見ると、日本が一番多く、台湾、オーストラリア

がそれに続いている。なお、 近では韓国の伸びが大きい。 
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図表Ⅳ－29 ヌサドゥアへの外国人来訪者数の推移（2001～2007 年 3 月） 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

人数

年

インドネシア 5,153,620 5,033,400 4,467,021 5,321,165 4,056,431 4,800,000 1,001,697
バリ 1,422,714 1,351,176 1,054,143 1,458,309 1,386,449 1,260,317 363,686
ヌサドゥア 324,279 280,134 225,051 307,848 274,271 379,093 101,794
ヌサドゥアがバリに占める割合（％） 22.79% 20.73% 21.35% 21.11% 19.78% 30.08% 27.99%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
注：上記は BTDC による統計であるが、前述の文化観光省およびバリ政府観光局の統計とは数値が異

なる部分がある 

（出所）BTDC 提供資料 

 
  
図表Ⅳ－30 ヌサドゥア地区への国別外国人訪問客数の比較（2001 年～2007 年 3 月） 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

国・地域

人
数

2001 97,887 25,059 33,824 23,408 21,491 12,928 12,021 16,255 9,259 10,771

2002 85,336 24,906 24,906 20,162 16,813 11,030 6,412 16,677 10,980 10,261

2003 44,637 62,233 11,953 8,640 14,211 8,645 4,214 17,231 8,234 6,712

2004 79,979 43,844 62,968 16,657 12,321 11,492 2,311 18,321 6,114 4,321

2005 40,768 69,934 6,342 12,176 14,412 14,827 7,718 34,344 14,269 6,382

2006 85,088 71,671 17,641 17,412 12,568 10,419 8,236 37,216 11,945 4,024

2007 22,312 13,343 3,523 3,314 2,213 2,850 1,358 12,234 2,383 538

日本 台湾
オーストラリ

ア
ドイツ イギリス アメリカ

スペイン/
ポルトガル

韓国 フランス イタリア

 
（出所）BTDC 提供資料 
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（３）ヌサドゥア地区の土地利用の現状 
 
ヌサドゥア地区は、バリ島南部の突き出た部分の東海岸側に位置する。この地区の面

積は 300ha であり、用地はいくつかの区画（ロット）に区分けされている。 
BTDC は、区画ごとに投資者および開発業者に土地をリースし、開発業者がその土地

の上にホテルなどの観光施設を建設して運営を行うことになる。 
BTDC へのインタビューによると、BTDC 所有の土地は同社の事務所敷地 5ha を除い

て全てリース済みである。 
ヌサドゥア地区が属するバドゥン県のホテル建設は、現在一時的に禁止されているこ

とから、同地区ではこれ以上ホテルの新規建設や増築による客室数の増加は見込めない。

しかし、BTDC は 5ha の事務所敷地も開発用地として放出すべきだと中央政府に提言し

ている15。 
 

図表Ⅳ－31 ヌサドゥア地区の区画構成 

 
（出所）BTDC 提供資料 

                                                   
15 BTDC とのインタビューより 
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（４）ヌサドゥア地区のホテル・施設立地の実態 
 
①ヌサドゥア地区に立地のホテル 

現在ヌサドゥアでは 13のホテルが稼動しており、５件のホテルが建築･準備中である。

うち 1 件は 07 年 3 月に部分開業したばかりである。（下記、○が稼働中、△が建築･準

備中または部分開業）。ホテル客室数は営業中のもので現在 3,850 室、下記の準備中の

ホテルが完成すると全部で 4,000～5,000 室になる。 
○Nusa Dua Beach  ○Grand Hyatt  ○Swiss Grand Bali  
○Amanusa  ○Inna Putri Bali  △Bali Griya Shanti  
○Bali Desa Suites  ○Melia Bali  △Wantilan  
○Ayodya Resort  ○Sheraton Laguna  △St. Regis  
○Bualu Hotel  ○Westin Resort  △Renaissance  
○Club Med  ○Kayumanis  △Nusa Dua Golf Resort 

 
②ヌサドゥア地区のホテル稼働率 

ヌサドゥア地区のホテル稼働率は 2002 年のテロ事件の翌年には 42.4％に落ち込み、

また 2006 年にも 2005 年のテロ事件の影響で落ち込んでいるが、2007 年の 1～5 月は

59.6％と大きく上昇している。バリ島全体と比べても、2003 年を除いてヌサドゥア地区

の稼働率は高いことがわかる16。 
 

図表Ⅳ－32 ヌサドゥア地区とバリ島全体のホテル稼働率の推移の比較 
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ヌサドゥア 67.31 60.19 42.41 58.91 53.65 50.89 59.58 
バリ島全体 56.69 51.58 43.17 48.85 46.45 40.34 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007（1～
5月）

 

（出所）バリ島全体はバリ政府観光局資料、ヌサドゥア地区は BTDC 資料 

                                                   
16 2003 年のヌサドゥアの稼働率がバリ全体よりも低かったのは日本人観光客数がその年、

バリ訪問客数トップの座を台湾に明け渡したことも背景があると考えられる。 
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③その他の主要立地施設 
ヌサドゥア地区には、ホテル以外にも、国際会議場（Bali International Convention 

Centre）、ショッピングアーケード（Balli Collection）、ゴルフコース（Bali Golf & 
Country Club）、ローンボーリングコース（Lawn Bowls）が備わっている。 

また、1978 年には、「ホテル及び観光管理トレーニングセンター」も開校し17、同校

の卒業生は現在 ND 内または世界の観光業界で活躍している18。 
 

 
（５）バリ観光開発公社（BTDC）の役割 
 

BTDC は、世界に通用する観光産業をヌサドゥア地区に確立するため、優良な不動産

開発企業との戦略的パートナーシップを構築するという戦略のもとで業務を開始した。

BTDC は、ヌサドゥア地区（300ha）の土地所有者であり、主に下記の役割を担ってい

る。 
• 開発地区の包括的インフラ整備（電話、電気、交通、水道、安全、防災など） 
• 開発地区のセキュリティ管理（地区はゲーティッド・エリアになっている） 
• 土地の長期リース（開発業者に対して 30 年間、更新可能） 
• 新規投資家に対するコンサルテーションサービス（デザイン、建築準備、経営） 
• 各種規制 
• 各種プロジェクトの査定 

 
BTDC は、子会社を通じて他のビジネスも行っている。例えば、子会社 PT Peninsula 

Graha Asri を通じたホテル業、PT Bagus Agro Plaga を通じたアグロツーリズムの経

営などである。また将来的には、BTDC のノウハウを伝える為にコンサルタントとして

のビジネスも考えているようである（ヒアリングより）。 
 
 
（６）ヌサドゥア地区の開発手法 

 
BTDC がリースする区画に対し開発事業者等が投資をする場合、先ず、関心表明書

（Letter of Intent）と 1 ヘクタールあたり 1 万ドルの手付金を BTDC に支払う。BTDC
が当該事業者の開発計画を承認しなかった場合には、この手付金は返却される。 

上記が受理されると、BTDC は投資家に、CC&R（Covenant Condition ＆ 

Restriction）と呼ばれる地区内の開発にあたっての各種遵守事項に関する約款と、設計

                                                   
17 BTDC 提供資料 
18 BTDC へのインタビューより 
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条件(design criteria)を手渡す。 
事業者はこれらの規定に沿った計画を立て、BTDC に承認されると LUDA（Land 

Utilization Land Development Agreement：土地利用及び土地開発に関する合意書）を

BTDC と結ぶことになる。 
LUDA が発効すると、事業者は土地を 30 年間利用できることになる。30 年のリース

期間終了後は 10 年ごと 2 回まで延長が可能である。 
LUDA が正式に発効してから、事業者は F/S 報告書と略図を BTDC に提出する。提

出から 45 日以内に、BTDC は同社が組織するデザイン委員会（Design Committee）の

意向を踏まえ、採用の有無を投資家に通知する。デザイン委員会は、独立コンサルタン

ト、大学教授、技術専門家、政府関係者などで編成される 5 名程度の委員会である。 
上記 F/S 報告書と略図が採用されれば、詳細な設計図を提出し、再度審査と承認を待

つことになる。 
なお、上記の各段階においてデザイン委員会による審査料が発生する。また、プロジ

ェクトの総コストの約 1％が州政府へ許可料として支払われ、別に 1％が建築許可料（県

事務所）として県へ支払われる。19 
BTDC への支払いは、建設中の 3 年間は US$10,000/ha/年であり（手付金を除く）、3

年が過ぎると、当該プロジェクトの総利益の 4～6％を支払うことになる。その他にも上

記審査料の他に補償費（Compensation fee）、セキュリティ料（Security fee）、共営費

（Common area maintenance fee）が発生する。 
 
 
（７）ヌサドゥア地区の建築条件等 
 

BTDC が開発業者に課すデザインや安全に関する条件は、CC&R（Covenant 
Condition ＆ Restriction）に記載されているが、これは公開されていないため詳細は

不明である。ただし、BTDC によると、同社のヌサドゥア地区における規定はバリ州の

どこよりも厳しいものとなっており、また国際水準に則ったものとなっている。これに

より、ヌサドゥア地区はリゾート空間としての高いクオリティが維持され、各リゾート

事業者の集客や価格戦略にプラスの効果をもたらしている。 
また、バリ州全土で高層建築物の建設が禁止されているが、もともとは BTDC が ND

地区に定めたものであったのが、中央政府がそれに習ってバリ州全土に広げたという経

緯もある20。 
 

                                                   
19 INVESTMENT PROCEDURES
（http://www.balinusaduaresort.com/nusadua_investment.php?inv=1056949510&info
=Investment+Procedure+in+Nusa+D） 
20 BTDC とのインタビューによる 
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（８）ヌサドゥア地区内の最近のプロジェクト 
 

①ヌサドゥア－バリホテル＆レジデンス（Nusa Dua –Bali Hotel & Residences） 
「ヌサドゥア－バリホテル＆レジデンス」開発の総敷地面積は 4.6ha、188 室の居住

ユニットが供給される。居住ユニットは、3 つのカテゴリーに分けられる。ホテルとし

ての利用（108 室）、レジデンス(53 室)、タイムシェアリング(23 室)である。 
土地の所有者である BTDC と直接契約を結んでいる投資家（企業）があり、その投資

家が開発したこのプロジェクトを ACCOR21が Novotel ブランドで経営するという方式

をとっている。今年 3 月に部分開業（Soft launch）し、フルオープンは 8 月の予定であ

る。 
レジデンス（53 室）は、一般投資家に放出されている。レジデンスとしての権利を買

う顧客は、経営オペレーターの ACCOR ではなく、「投資家」と直接契約を結ぶことに

なる。また、土地そのものの所有権がその「投資家」に移ったわけではなく、あくまで

も土地利用権（リースとして 30 年＋10+10 年 ）を得るということである。したがって、

レジデンスの購入者が得られるのも「利用権」だけである。 
販売価格は 2006 年 3 月現在で、150m2 の 2 ベッドルームが 170,000US ドル、270m2

のペントハウスが 350,000US ドル程度である22。なお、2006 年 3 月の報道によると、

購入しているのは 5 割が外国人投資家、5 割はインドネシア人である。 
レジデンスに関しては、新しい形態での販売システムが採用されている。例えば、1

年のうち 2 か月分は「レジデンス」として利用し、残る 10 か月分はホテルとして ACCOR
がマネジメントする。10 ヵ月分のホテル運用収入はレジデンス購入者に還元される。ま

た、レジデンスとして利用する期間（例えば 2 ヶ月）に関しては、2 ヶ月を一度にまと

める必要は無い。1 年で合計して 2 ヶ月間分利用できる仕組みになっている。 
レジデンス購入者の層は、国籍は様々であるが、所得の安定しているビジネスマンが

多い。 
 
 

                                                   
21 フランスに本部を置く大手ホテルチェーン。 高級の Sofitel ブランド、高級ブランド

の Novotel, Mercure からビジネスホテルの Ibis やより低価格のバジェットホテルまで複

数のブランドのホテルチェーンを世界 3800 ヶ所で経営。バリ島にもヌサドゥア・バリホ

テル＆レジデンスの他 5 つのホテルを運営している。 
22 ジャカルタポスト 2006 年 3 月 2 日 



 
 
 

 145

②リタイアメント･ビレッジ＆ウェルネスリゾート（Retirement Village & Wellness 
Resort） 
BTDC が 40％、「ジャカルタ共愛メディカルセンター（JKMC）」23が 60%を出資して、

合弁会社であるバリ・グリヤ・シャンティ社（PT. Bali Griya Shanti）を設立し、同社

が同プロジェクトの投資家として現在開業の準備を進めている。 
リタイアメントホームというのはバリでは未開拓の市場であり、JKMC を利用したこ

とのある患者（又は保険利用者）をターゲットとし、主に日本からの利用者を期待して

いる。また、リタイアメントビレッジだけでなくウェルネスリゾート（健康に気遣うリ

ゾート）というコンセプトでの開発が目指されている。 
現在、BTDC という国有企業が合弁企業を作ることに関する許可（国有企業庁による）、

およびバリ州知事からのリゾート開発に関する許可は下りており、県事務所による建築

許可（IMB）を待っている状況である。また IMB 取得後には、ホテル運営に関する許

可を観光局から得る必要もあるとのことである。 
 開発用地面積は 7ha である。BTDC 管轄下の他の土地に関しては、通常は土地の所有

者は BTDC であるが、グリヤ・シャンティ社が管轄するこの 7ha に関してだけは、1987
年に財務省から BTDC が販売することを許可された土地であるため、グリヤ社へ所有権

が移っている。 
計画では敷地内に、クリニック、スポーツ&フィットネスセンター、ジョギングトラ

ック、プール、スパ&マッサージ、ミニゴルフおよびテニスコート、レストラン、ビジ

ネスセンター、ファンクションルーム、商店を備える。 
コンドミニアムは販売用が 167 戸、ホテル用が 191 戸、合計 358 戸である。リタイ

アメントビレッジという名前ではあるものの、ヌサドゥア地区では通常の住宅の建設が

禁じらせているため、ホテル経営と同じような形態をとる。即ち、購入者は 1 年を通し

てそこに住むことはできず、住んでいない期間はホテル運営者に運用を任さなければな

らならない。 
土地利用は、「住宅」と「住宅外」というカテゴリーがあるが、本プロジェクトは住

宅外の土地の上に、リタイアメントホームを建設するため、各ユニットの購入者は、そ

の「地上権（建物使用権）」を 30 年間（更新可能）得ることになり、所有権を得ること

は出来ない。 
 建築に関する許可（IMB）が下りれば、投資家を募ることになるが既に投資に興味を

示している日本投資家があるとのことである。 
 
 

                                                   
23 ジャカルタに本社のある、日本人を対象にしたクリニック。バリには外国人が良く行く

クリニックとして、BIMC、SOS、JKMC がある。 
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５）バリ島の観光開発の成功要因 
 
（１）外国人観光客に焦点を当てた観光開発戦略の策定と実行 

 
日本では長らく、自国民の海外旅行に観光促進の焦点が当てられてきたが、バリでは

古くから地域経済の活性化の重要な手段として、観光開発による外国人観光客の誘客が

進められてきた。日本と違いインドネシアは貧富の差が大きく、観光地が成り立ってい

くためには、自国民の富裕層による観光需要だけには頼れなかったという理由もあり、

観光戦略のターゲットは外国人に当てられてきた。こうした戦略をより実効的に実現し

ていくために、バリ島では 1970 年代にはすでに、外国のコンサルタントに委託して観

光戦略が立案された。 
 その戦略において中核的役割を担うヌサドゥア地区については、当初よりバリ観光開

発公社が地区全体の総合的な視点にたった開発を進めてきた。投資家の誘致、世界的な

ブランドイメージの構築、環境保護やセキュリティ確保のための措置など様々な面で、

バリ観光開発公社がワンストップセンターとしての役割を果たすことで、ヌサドゥア地

区は開発開始から 30 数年を経た現在でも、「ヌサドゥア」としても一定のブランドイメ

ージを保つことに成功してきた。 
 
 
（２）外国資本と内国資本の連携 

 
近では、日本でも外国資本にホテル運営を任せる動きが出てきているが、従来はホ

テル所有者、経営者が一体であることが多かった。それは国内資本にホテル経営のノウ

ハウが育成されるというメリットがあるものの、大手の外資ホテルチェーンが持つよう

な世界各国のネットワークやノウハウが導入できないというデメリットがある。 
バリ島の場合、特にヌサドゥアでは外資系の高級ホテルが軒を並べているが、所有は

インドネシア資本によるものが多い。インドネシア資本は「投資家」としてバリ島の経

済発展に貢献するものの、ホテル経営は外資系のプロに任せているわけである。 
大手ホテルチェーンは知名度、ブランドイメージも高く、そのホテルの存在そのもの

が集客にもつながる。また、ホテルチェーンのメンバーに登録者に対して、そのホテル

チェーンの世界各国のホテル情報をメンバーに発信するなどのマーケティング力もあ

る。こうしたブランド力、ノウハウ、マーケティング力を持った外資系のホテルチェー

ンに経営を任せたこともバリ島の成功要因の１つといえる。 
また、こうした外資系高級ホテルチェーンが多いヌサドゥアは、前述のようにバリ観

光開発公社がワンストップセンターの役割を果たし、インフラ整備を行った。外資系が

入りやすい土壌づくりを進めてきたことも、成功要因の一つである。 
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（３）稼働率維持も狙った客室供給量のコントロール 
 
前述のように、ホテル客室数の供給過多を避けるため、デンパサール市、ウブドゥを

擁するギャニュアール県、ヌサドゥア、クタなどのビーチリゾートを擁するバドゥン県

では 2005 年からホテル建設および増床が一時的に禁止されている。 
2005 年は二度目のテロ事件が発生した年で、2006 年はモラトリアムの実施の効果な

く稼働率はさらに下がった。しかし、ヌサドゥア地区の星付ホテルだけをみると、客室

稼働率は 2006 年の 46.96％から 2007 年 1 月～5 月には 59.58％まで回復した。域内諸

国の好景気という要因もあるが、モラトリアムもある程度のインパクトを与えているの

ではないかと推察される。 
客室稼働率が下がると、一般的にホテルは客室料金の引き下げなどで稼働率の上昇を

狙うが、そうするとヌサドゥアの「高級」というブランドイメージが低下してしまう。

モラトリアムの導入で、少なくともヌサドゥアはブランドイメージを保ったわけである。 
このように、環境だけでなく経済性も配慮に入れた供給量のコントロールが、バリ島

の成功の要因の１つと考えられる。 
 
 

（４）コンベンション・国際会議開催地としての魅力発揮 
  

コンベンションや国際会議などのイベントの開催地を選ぶ際に主催者が重視する点

は、設備、各国からのアクセス、治安、コスト、等の他に観光地としての魅力も大きい。

特に欧米からの参加者は配偶者を同伴することも多いので、会議以外の時間のすごし方

という要素も重要になる。バリ島であれば「仕事」が終わったあとの伝統芸能鑑賞、ゴ

ルフ、スパ、ダイビングなど幅広いレジャーを楽しむことができる。仕事でバリ島を訪

問できるとあれば、進んで参加する人も多くなる。 
こうしたバリ島ならではのメリットに加えて、バリを代表するリゾート空間であるヌ

サドゥア地区には国際会議場が設立され、高級ホテルにはコンベンション向けの設備を

設けているところも多い。また、ヌサドゥア地区には国際会議の参加者を収容するだけ

の客室数が備わっており、ホテル間のアクセスも便利である。ヌサドゥアのホテルだけ

では客室数が不足した場合や、ヌサドゥアのホテルに宿泊する予算がない人がクタ、レ

ギャンに宿泊しても、ヌサドゥアまでは 20 分程度の距離である。 
こうしたソフト、ハード面での充実により、バリ島はインドネシア有数の MICE 開催

地となっている点も、バリ島全体の観光産業振興に貢献していると判断される。 
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（５）幅広い客層に対応できる観光システムを島全体で提供 
 

ヌサデゥア地区には 5 ツ星高級ホテルが立ち並ぶが、クタ、レギャンに行けば中・高

級ホテルに混じって、星無しの安価な宿も多数あり、広い客層に対応できる。また、ビ

ーチスポーツでアクティブに楽しみたい人、ギャラリーで芸術に浸りたい人、バリの文

化に触れ伝統芸能を満喫したい人、ひたすらリラックスしたい人はスパ三昧もできるし、

南国でゴルフを楽しみたい人にはよく整備されたゴルフ場も完備されている。このよう

に、保養、スポーツ、芸術、文化など多様なニーズを持った観光客に対して満足できる

サービス・施設を提供できることがバリの成功要因の一つである。 
 
 

（６）「文化的なバリらしさ」を守るための強い意志と手段 
  

バリ島が今日でも観光客を引き寄せ続けている 大の理由は、ヒンズー教に根ざした

宗教的文化が深く根付いており、世界有数の観光地となった現在でも「バリらしさ」を

失っていないことである。 
バリ州政府関係者、民間観光業界関連者ともに、バリは大きな「都市」になることを

望んでおらず、バリの文化を前面に出した観光を促進するための様々な工夫を凝らして

いる。また、政府高官がバリの開発は、「人と人、人と自然、人と神」との調和をもと

にしているのだと言明するほど、文化に根ざした観光振興に重点をおいている。 
そのような「バリ文化」を守るための手段が、建物の高さ制限であったり、建築物の

デザインに対する厳しい査定であったりするのである。また、バリ州規定により「文化

に根ざした観光」を定め、そのための方策を細かく設定しているのである。 
 

 
（７）信仰心と地域の結束による宗教的文化の観光資源化 

 
バリ島では、固有の宗教的文化を守りつつ、伝統芸能を観光資源として活用すること

も重視されている。例えばバリ島には様々な伝統舞踏があるが、これは元々、寺院に奉

納する行事として行われてきたもので、それぞれの地域で寺院を核として何世代にもわ

たって受け継がれてきた。現在も変わらず、子供たちは寺院、学校、専門学校などで伝

統芸能を学ぶ。関係者の話によると、伝統芸能は日常の一部であり、子供たちは伝統芸

能を学ぶことを「自然」に受け入れていて、継承が途絶えるというような不安はないと

いう。伝統芸能で秀でた子供は、デンパサール芸術大学に推薦入学できることも、子供

たちにとってインセンティブになっているという指摘もあった。 
バリ島では、このように守りはぐくまれてきた伝統芸能が、うまく観光資源として活

用されているのが特徴である。従来は、それぞれの寺院の氏子しか寺院には入れなかっ
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たので、伝統芸能は観光客には開放されていなかった。それが、あるときバリに滞在し

ていた外国人芸術家がストーリーをつけ、１時間程度に凝縮したものを観光客用の野外

ステージで演じてはどうかと提案してから、観光客向けにパフォーマンスされるように

なったという。今では寺院だけでなく主要なホテルやレストランでも伝統舞踏のパフォ

ーマンスを行っている。 
また、伝統的な舞踊などの文化を前面に出す一方で、バリ島内には欧米系の観光客が

喜びそうな洒落たブティック、美術館、レストランなども多く並ぶ。このバリらしい雰

囲気と、欧米系観光客も喜びそうなデザインとの調和も、リピーターを多く引き寄せる

魅力であると考えられる。 
 
 
６）バリ島の観光開発の課題 
 
（１）ホテル客室数の需給バランスの維持 

 
バリ島のホテル客室稼働率は決して高いとはいえない。その理由として、多くの観光

関係者は、ホテル客室数と訪問観光客との需給バランスが崩れ、供給超過になっている

点を指摘している。例えば、バリ観光評議会によると、バリ島には現在 4 万 1,000 室の

客室が供給されているが、必要とされているのは 1 万 4,000 室程度であり（バリ島への

観光客の平均滞在日数は 3.5 日で、訪問客数は 4,000 人/日であるため）、残る 2 万 7,000
室が常に余剰であるとのことである。 

州政府レベルではホテルの建設量を管理しようと 70 年代から努力しているが、90 年

代以降の地方分権化の流れに沿い、県レベルでの規制がバラバラであること、州の規制

に反して県がホテル建設の許可を出すこともあり、ホテル建設が管理しきれていない。

バリ州政府観光局長は、地方分権化により県にあまりにも大きな権限を与えすぎると、

州全体の観光開発のコントロールがしにくくなるため、もっと州レベルでの権限を強く

すべきであると考えているようである（ヒアリングより）。 
 
 

（２）観光客の平均滞在日数と消費の拡大 

 
台湾等のアジアからのバリ島への観光客が増えた結果、観光客全体の平均滞在日数が

減少している。欧米の観光客は平均 8～9 日程度滞在するが、アジアからの客は平均で 4
泊程度（台湾人は 3 泊 4 日が多い）にとどまるからである。その結果、バリ島での観光

消費額が減少しており、地元のバリ観光評議会等は懸念している。同評議会は、「短期滞

在者でも、バリ島で多く消費をしてくれれば問題ないし、長期滞在者でも消費をしなけ

れば経済に寄与はしない。そのため、一概に平均滞在日数の減少だけを問題とすること
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はできないが、短期滞在者が多いということは少なからず消費額の減少に影響を与えて

いると推測される」と述べている。また、同評議会は、こうした問題を解決していくた

めには、魅力ある土産物店を含め、観光客が消費するスポットをもっと増やすことが必

要であると考えている。現在、免税店が不便なところに立地しているが、これも改善の

余地があるとしている。 
 
 

（３）ホテルにおけるワンストップ消費傾向への歯止め 
  
バリ島の高級ホテルでは、食事から伝統舞踊鑑賞に至る全てをホテル内で提供する傾

向にある。その結果、滞在客のホテル外での消費額及び経済波及効果が減少しているこ

とが課題として指摘されている。 
近、バリ島の高級ホテルでは、食事からバリ島の伝統舞踊鑑賞まで全てがホテルの

中だけで完結できるようなサービスの提供、すなわちワンストップ化が進んでいる。観

光客の消費ニーズがホテルの中だけで足りてしまうため、観光客がホテルの外に出て行

く機会を奪っている。こうしたワンストップ化は、観光客にとっては便利であるが、観

光による地元経済への経済効果を拡大させるためには、観光客のホテル外での消費

行動を増やす必要がある。この点について、バリ観光評議会では、ホテルにおける伝

統舞踊の披露を禁止することを提言し、政府はこの案を受け入れたとのことである。 
 
 

（４）空港・道路等のインフラ整備 
 
バリ州政府は、来訪観光客増大に向けて、外国からの直行便数が少ないことがネック

となっていると認識している。現在、バリ島への直行便を申請している外国の航空会社

が数社あるが、中央政府が許可をなかなか出さないとのことである。現在、バリ島のン

グラライ空港は、3,800ｍ滑走路 1 本を持ち、23 の外国都市と直行便があり24、10 分に

1 度の間隔で飛行機が着陸している25。他国の大きな空港は 2 分に一度というところも

あり、空港のキャパシティはまだ余裕があるため増便は十分可能であると州政府は考え

ている。 
しかし、地元の民間業界等では、国際空港内の税関などのスピードアップを行わなけ

れば、国際線の増便による観光客の増大に対処できないと認識している。また、外国か

らの便数を増やす手段としての滑走路の拡張等の可能性については、現空港の東側に広

がるマングローブ林の保護と言う観点から、簡単に空港拡張計画を進めることはできな

                                                   
24 同空港ホームページ 
25 州知事事務所でのインタビューによる 
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いとのことである。 
バリ島では、空港だけでなく道路インフラの問題も指摘されている。タクシー等

の車両数が増えているにもかかわらず、道路がそのペースに見合って増加していな

い。道路整備も空港と合わせて、重要な課題となっている。 
 
 

（５）観光以外の産業の振興 
 
現在、バリ州では新しい「バリ開発計画」が検討されている。その中で、バリ島

では観光だけに頼らず、観光以外の産業を振興していくことが重要であり、観光と

の連携が可能な農業の振興に力を入れるべきであるとの議論がなされている。 
 
 

（６）観光産業の社会貢献の促進 
 

バリ島には外資系の大型ホテルが多い。それらのホテルが地元への貢献なく、自

らのホテルの営業的成功だけを考えても、長期的にみたバリ島の魅力向上と観光産

業の振興には結びつかない。外資系のホテルがさらに社会的な活動に積極的になり、

地元との接点を見出し協力関係をつくっていくことも、バリ島の経済全体の活性化

のために必要であるとの意見がバリ観光評議会で聞かれた。 
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４．シンガポールの総合リゾート開発の実態 
 
１）総合リゾート開発計画の概要 
 
（１）経緯･目的 

2005 年 4 月、シンガポール議会において、カジノを含む総合リゾート開発（Integrated 
Resorts：IR）を推進する計画が承認された。 

アジア地域の経済が好調に推移する中、格安航空の増加も相俟って中国、インド、

ASEAN 諸国の海外旅行者は増加しており、同時にこれらの国の観光開発も活発に進め

られている。こうした変化の中、観光産業における競争力をつけなければ現在のシンガ

ポールの観光業における優位性は次第に衰えていく、そうならないようにするための手

段が何か、ということをシンガポール政府が考えた結果が、カジノを含む複合リゾート

施設の開発であった。 
 
当初の段階では、カジノを含まない大規模テーマパーク等を中心とする総合リゾート

構想もあった。しかし、シンガポール政府が IR にカジノを含めることにしたのは、開

発プロジェクトを 100%民間投資で賄うという方針があったからである。例えば、香港

のディズニーランドや、スペインのビルバオ市が誘致したグッゲンハイム美術館に関し

ては、それぞれの政府が巨額の共同投資を行っている。しかし、シンガポールの総合リ

ゾート開発計画は 100%民間投資で賄う方針であり、そのためには収益率の高いカジノ

を含めたリゾート開発とするべきであるという結論に至ったのである26。 
それを受けてまず、2004 年 3 月、ジョージ･ヨー貿易産業相（現外務相）が、国会で

カジノを含むリゾート開発計画を発表、同年 4 月には政府が 6～9 ヶ月以内にカジノ建

設の可否を決定する方針である旨を発表した。その後、シンガポール国家教会評議会、

イスラム系の学者と宗教の協会、カトリック教会等がカジノに反対する正式書簡を政府

に送付するなど、カジノの誘致に関する議論が白熱した。ストレイツ･タイムズ紙によ

る調査では、カジノ賛成派が 53％、反対派が 47％と、国民の意見をほぼ二分する議論

であった。 
終的にはシンガポール政府は国内 2 ヶ所にカジノを含む総合リゾートを建設するこ

とを決断し、2005 年 4 月の国会でリー・シェンロン首相がこの計画を発表した。 
 
 

                                                   
26 ストレイツ・タイムズ 2004 年 11 月 30 日 
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（２）開発地の位置 
IR 施設の開発地は観光地セントーサ島と南部中心部のマリーナ・ベイ地区の 2 ヶ所で

ある。マリーナ・ベイ地区では、国際会議や展示会などへの出席を目的とした来訪者が、

またセントーサ島の方は家族連れおよび通常観光客がターゲットとなる。 
 

図表Ⅳ－33 シンガポール総合リゾート開発の計画地 

 

（出所）野村総合研究所作成 
 
 
（３）開発規模、機能・施設構成、オープン時期 
 

①マリーナ・ベイ IR（総合リゾート開発） 
開発面積は 20.6 ヘクタール、土地リース期間 60 年、カジノ運営権 30 年である。敷

地内には高級ホテル、会議･展示施設、ショッピングアーケード、イベントプラザ、劇

場、そしてカジノが建設される予定である。各項目の概要は下記の通りである。 
 

・大規模会議･展示会施設 
展示会ホールが 41,000m2、会議施設が 48,000m2、さらに柱の無い 9,200m2のアジ

ア 大規模のボールルーム（8,000 人収用可能）が建設される予定である。シンガ

ポールでは主要な会議・展示会施設といえばサンテックとシンガポール･エキスポ

のみで、国内における競争はないと理解されてきた。しかし、マリーナ･ベイでの

施設が開設されることにより、3 件の主要会場がシンガポール国内に存在すること

となり国内競争の土壌が生まれると業界関係者は見ている。 
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・劇場 
各 2000 人収容可能な二つの劇場と、3000 人収容可能な屋上円形劇場。屋上円形劇

場では毎晩ライトの水のショーが行われる予定 
・エンターテイメント施設 

 10,000 人収容可能な巨大イベントプラザ 
・アート･サイエンス･ミュージアム 

 25,000m2の芸術と科学の展示博物館。体験型のものが建設される予定。 
・レストラン 

日本を含む世界各国（イタリア、アメリカ、フランス、オーストラリア）のシェフ

によるレストラン 
・公共空間 

その他にも自由空間としてスカイパーク、グランドアーケードなどが建設予定 
・ショッピングエリア 

 高級ファッション、超高級店舗などを含む 117,000m2にわたるショッピングエリア 
・高級ホテル 

ホテル 3 棟で全 2500 室。ホテル敷地は 206,900m2。VIP 客も多く泊まれるよう、

2300 室以上の五つ星クラスのラグジュアリー･スィートルーム、スーペリアー･ラグ

ジュアリースイートが 100 室、プレジデンシャル･スイート以上が 18 室。 

 
②セントーサ IR（総合リゾート開発） 

開発面積は 49 ヘクタール、土地リース期間 60 年、カジノ運営権 30 年である。多種

類のリゾート施設を一ヶ所で楽しめるマルチリゾートとなる。 
・ユニバーサルスタジオ 

セントーサにおける IR の目玉である。22 のアトラクション、16 の乗り物、7 つの

テーマワールドが敷地内に建設される予定 
・Quest Marine Life Park（水族館） 
 敷地面積 8.1 ヘクタールの世界 大の水族館 

・Equarius Water Park（テーマパーク） 
 熱帯雨林を体験できるテーマパーク 

・公共空間：Festive Walk 
イベントホール、飲食店街、ショッピング施設が建設される  

・宿泊施設 
1,800 室を擁する 6 件のホテルが建設予定 

・会議施設 
 敷地面積 2 万 6,650m2 に、12,000 人収容 
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（４）開発コンセプト 
 

①マリーナ・ベイ：BT-MICE27振興 
ビジネス･エリアに近いマリーナ・ベイでは、MICE（Meeting, Incentive, Convention 

or. Congress, Event or Exhibition）によるシンガポール訪問客又は関連イベントの誘致

を念頭においている。 
2004 年 12 月の入札開始後、マリーナ・ベイ IR 開発に対し 4 組のコンソーシアムが

入札し、それぞれの開発計画をシンガポール政府に提案した。2006 年 5 月、 終的に

米系ラスベガス・サンズが落札した。他コンソーシアムがケッペル･ランドやキャピタ

ランドといったシンガポール政府系不動産開発業者と組んでいたにも関わらず、ラスベ

ガス・サンズが単独落札した理由は、同社の提案が も MICE 促進の要素を含んでいた

からである。 
リム貿易産業相はラスベガス・サンズ案の選定理由に関し、「先ず重要視したのが

MICE である。次にエンターテイメント、三番目がアトラクション、四番目がショッピ

ングや飲食関連、そして五番目にゲーミングビジネスが来る」と述べている28。41,000m2

の展示会ホール、48,000m2 の会議施設、8,000 人収用可能なアジア 大規模のボールル

ームが、同社落札の 大の理由であり、総合的に見てシンガポール政府の意向に も合

った提案であると判断された。 
 
②セントーサ：地元観光客家族向けリゾート  

一方、セントーサの IR は、近隣諸国から訪れる観光客及び地元シンガポール人の家

族向けリゾートを念頭に置いている。落札したゲンティン・インターナショナルは、近

隣諸国のターゲットはインド、中国、日本、マレーシア、インドネシアであると言及し

ている29。 
 セントーサには 3 組のコンソーシアムが入札したが、2006 年 12 月、マレーシア系ゲ

ンティン・インターナショナル／香港系スター･クルーズ組が落札した。同コンソーシ

アム落札案の 大ポイントとなったのは、ユニバーサルスタジオの誘致である。ハリウ

ッドのものよりも規模が大きく、設置が予定されている 22 のアトラクションのうち 16
ものアトラクションがシンガポールで初めて導入される予定である。更にゲンティンは、

ユニバーサルと向こう 30 年間、ユニバーサルスタジオを東南アジア地域に開発しない

との約束を取り付けた上でシンガポールへユニバーサルスタジオを誘致することを計

画に入れており30、これはシンガポール政府にとって他国との競争力をつけるという観

                                                   
27企業等のミーティング、企業報奨・研修旅行、国際会議、国際展示会、国際見本市。Business 
Travel, Meeting, Incentive Convention or Congress, Event or Exhibition の略 
28 ストレイツ･タイムズ 2006 年 5 月 27 日 
29 時事ニュース 2007 年 2 月 2 日 
30 ストレイツ･タイムズ 2006 年 12 月 10 日 
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点から非常に心強いものである。 
 
 
２）総合リゾート開発の事業スキーム 
 
（１）投資規模、事業方式、資金調達方式 

 
開発の総投資規模は、マリーナ・ベイ IR（事業名は「マリーナ･サンズ」）が 50.4 億

S ドル（4,032 億円）、セントーサ IR（事業名「リゾーツワールド＠セントーサ」）が 52
億 S ドル（4,160 億円）である。両事業ともに、政府が開発業者に土地を 60 年間リース

し、業社が落札時の計画に沿って施設を建設し、運営を行う 100％民間出資の形態とな

る。 
シンガポール政府は、当初より 100%民間資本による開発を想定していた。それを可

能にするために、収益率が高いゲーミング（カジノ）を開発計画の中に取入れ、その収

益が他の部分のリゾート施設運営に還元されるような「共生関係」を作り、開発全体を

経済的に存続可能なものにすることを狙ったのである。 
したがって、報道等では、「シンガポールがこれまで禁止してきたカジノ建設を承認

した」ことに焦点が当てられているが、政府は、シンガポール経済にとって重要なリゾ

ート開発の持続的な収益維持のための要としてカジノを位置づけているに過ぎないの

である。 
 
 

（２）開発事業の主要プレーヤーとの相互関係 
 

①IR 計画の推進主体と相互関係 
総合リゾート計画（IR）の推進役となったのはシンガポール政府である。2004 年 3

月にジョージ・ヨー貿易産業相が国会にてカジノを含む総合リゾート開発の計画がある

ことを発表した後、2004 年 11 月にはシンガポール観光局（STB）の国際顧問委員会31

（IACT）がカジノ総合リゾート開発を全面的に支持。その後、国民による議論が沸騰

したが、結局 2005 年 4 月、リー・シェンロン首相が同計画を推進する政府の決断を発

表した。この発表に先立ち、2004 年 12 月からすでに総合リゾート開発のプロジェクト

案を募集しており、05 年 4 月には 19 件もの提案を受領していた。 
 2005 年 11 月、マリーナ・ベイ IR の入札が開始され、翌年 2006 年 3 月に締切られた。

セントーサ IR の入札は 06 年 4 月に開始され同年 10 月に締切られた。開発業社から提

                                                   
31 シンガポール観光業界の第一人者リム・チンベン前駐日大使が議長を務め、STB 幹部、

観光関連多国籍企業幹部から成る。総勢 17 名による委員会。 
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出された IR 開発計画を審査したのは、入札承認局（The Tender Approving Authority：
TAA）である。TAA は、ジャヤクマール副首相が議長を務め、国家開発大臣、貿易産業

大臣、教育大臣兼第二財務大臣、運輸大臣兼第二外務大臣、社会開発青年スポーツ大臣

兼第二情報通信芸術大臣、貿易産業国務大臣から成る委員会である32。また、 終決定

に先立ち、各入札者は TAA に対しプレゼンテーションを行った。TAA はこのプレゼン

テーションの他に、リム経済開発庁長官が議長を務め、各提案を詳細に精査した入札評

価委員会（Tender Evaluation Committee：TEC)、内外の著名建築家と観光開発専門家

から成るデザイン評価委員会（Design Evaluation Panel）、その他の内外観光専門家、

財務モデル専門家からの意見を取り入れ 終決断を下した。 
 
②カジノ誘致に関する規制の設定と関連主体 

シンガポール政府はカジノの誘致を決定すると、その監督当局と法的枠組みを整えた。

内務省が｢カジノ規制法案｣をまとめ、2006 年 1 月に国会に上程し、同年 2 月に同法は

可決された。 
同法は大きく分けて 3 本の軸で構成される。１つ目は、カジノの規制全般を司る｢カ

ジノ規制庁（Casino Regulation Authority：CRA）｣の創設、2 つ目はカジノ運営業社

への規制、3 つ目はカジノによる社会的問題が発生しないようにするための手段に関す

る規定である。 
カジノ運営に先立ち業者はライセンスを取得する必要があるが、この権限が CRA に

付与された。CRA は、ライセンス付与の可否に関し該当運営業者の背景（第三者との関

係、キーパーソンとなる従業員、主要株主、大規模資金の移動など）について調査する

権利を有しており、これらが的確でない場合にはライセンスは付与されない。また既に

付与されていてもそれを剥奪することができる。また、ゲームのルールが正しいか、不

当な金銭が一定の人物に渡っていないかを管理するため、カジノ運営者はゲームルール

や契約セキュリティ管理会社に関しても CRA の承認を得なければならない。 
実際、2007 年 2 月、マカオのカジノ王スタンレー・ホー氏がセントーサ島のカジノ

開発権益 25％を持つスタークルーズの株式を取得し、その見返りにホー氏がスタークル

ーズとゲンティンに対し、マカオでのホテル・カジノの権益 75％を売却した際、シンガ

ポール内務省は、「マレーシアのゲンティン・インターナショナルと傘下のスタークル

ーズは、シンガポール・セントーサ島でのカジノ総合リゾート建設のため、セントーサ

開発公社と開発契約に調印するが、自動的にカジノ・ライセンスが発行されるわけでは

ない」との声明を発表した33。 
この結果ゲンティンは、「リゾーツワールド＠セントーサ」におけるスター･クルーズ

の 25％分の権益（総額 2 億 5500 万 S ドル）を買い取ることを発表し、同 IR 開発プロ

                                                   
32 STB プレスリリース 2006 年 12 月 8 日 
33 ビジネスタイムス 2007 年 2 月 28 日 
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ジェクトは 終的にゲンティンが単独で行うこととなった。こうして、「リゾーツワー

ルド＠セントーサ」におけるホー氏の影響力を排除する態度を表明したのである。シン

ガポール政府は引き続きゲンティンに対するカジノ運営ライセンス付与の適合性を審

査している34。 
また、シンガポール政府は、シンガポール人と永住権保持者には 1 日で 100 シンガポ

ールドル、年間で 2,000S ドルの入場料が課せられ、国民の足をカジノから遠ざけるよ

うにしている。 
以上のように、シンガポール政府は経済波及効果および観光産業推進効果が大きいカ

ジノを導入することを決断したが、カジノによりギャンブル中毒者が増加するなどの社

会的な問題が大きくなってはならないと考えており、これらのバランスをうまく取れる

ような法的枠組みを整えたのである。 
 
③開発事業の契約締結主体 
 各総合リゾート開発業者は落札後、それぞれ別の政府当局と開発契約を締結している。

マリーナ・ベイ IR の開発権を取得したラスベガス・サンズは 2006 年 8 月、シンガポー

ル政府観光局（STB）と、セントーサ IR の開発権を取得したゲンティン･インターナシ

ョナルは 2007 年 3 月、セントーサ開発公社35とそれぞれ開発契約を締結した。 
 
 
３）投資･開発の影響効果 
 

①不動産業活発化 
シンガポールの不動産価格は、90 年代以降右肩上がりで上昇していたが 1996 年の政

府投機抑制策の導入、97 年、98 年のアジア経済危機による景気後退、金利上昇、株価

下落などから下落が続いた。99 年には不動産の底値感、金利低下から上昇に転じたが、

2000 年の米株価下落、シンガポール株価低迷により再度下落、さらに 2001 年の経済マ

イナス成長、2003 年の SARS 等の要因による不景気に伴い不動産市場は長く低迷が続

いていた36。 
しかし、総合リゾート計画（IR）が発表された 2005 年後半からシンガポールの不動

産価格が再び高騰し始めている。シンガポールの不動産価格の上昇は IR によるものだ

けではなく、折からの好景気、世界的な過剰流動性による米国のファンドや中東のオイ

ル・マネーの流入が原因と考えられているが37、2 つの総合リゾートの開発ニュースを

                                                   
34 ビジネスタイムス 2007 年 4 月 18 日、ストレイツタイムス 2007 年 3 月 28 日、Asia 
Pulse 2007 年 3 月 5 日 
35 セントーサ島の開発・管理を司る貿易産業商管轄下の法定組織。1972 年設立。 
36 シンガポール日本商工会議所月報 2004 年 3 月 
37 シンガポール日本商工会議所月報 2006 年 12 月 
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好感して高級住宅価格が急上昇したとの指摘もある38。特に IR が建設されるマリーナ･

ベイとセントーサ島近辺の高級住宅地区は外国人投資家の注目を集めている。 
マー・ボータン国家開発相も、政府による一等地の放出が今後相次ぐことから、同国

の不動産市場に投資するには 2007 年現在が 適な時期だとの認識を示している。同相

は、2006 年の外国企業によるシンガポールの不動産投資が総額約 54 億 S ドルだったこ

とを明らかにしたが、これは 2004 年の 9 億 S ドルの 6 倍である。不動産投資活発化の

背景にあるのは、IR などの大型プロジェクト用の用地放出により開発が加速したことが

ある。政府はさらにマリーナ･ベイ地区で IR 用地や高級小型ホテル用の用地を放出する

予定となっている39。 
また、シンガポール建築・建設庁（BCA）は、2007 年の民間の建設受注の中で 2 件

の IR およびマリーナ・ベイの金融センター建設などで、商業部門の受注が 33-36 億Ｓ

ドルと過去 高を記録することを予想している40。 
 
②観光目標、経済波及効果 

シンガポール観光局（STB）は、2015 年までに観光収入を 300 億 S ドル、観光客を

1,700 万人、観光関連における雇用創出量を 10 万人にするという目標を掲げている41。

これに対し、ゲンティン・インターナショナルは、「リゾーツワールド＠セントーサ」

が 2010 年に開業すれば、上記目標観光収入額の半分に貢献できるとの見通しを立てて

いる。また、2007～2009 年の建設工事では、シンガポールの国内総生産に約 39 億Ｓド

ル貢献し、2 万 2000 人以上の雇用を創出すると言明している。また、カジノ経営では

約１万人を直接雇用する計画である42。 
また、STB は 2 つの総合リゾート（IR）のオープンにより、2010 年にはシンガポー

ルへの来訪者は 2009 年の予想来訪者数 1,100 万人から 25％増にあたる 200～300 万人

の増加が見込めるとの見通しを示した。来訪者増に対応するため、政府はホテル向けの

国有地の放出を増やし、2008 年にはチャンギ空港の第 3 ターミナルを開港する43。 
そのほか、STB は IR によって展示会･会議ビジネスが大きく成長することを見越し、

主要展示場のひとつであるシンガポール・エキスポの拡充を現在計画している。STB、

シンガポール･エキスポともに展示会・会議市場は急拡大しており、総合リゾート開設

時期までに対応が必要だと強調している44。 
 STB が見込む総合リゾート計画（IR）の経済効果は下記図表のとおりである。 

 
                                                   
38 時事ニュース 2007 年 1 月 
39 ストレーツタイムス 2007 年 4 月 11 日 
40 時事ニュース 2007 年 1 月 23 日 
41 STB 報道発表 2005 年 1 月 11 日 
42 ビジネスタイムス 2006 年 12 月 12 日  
43 ビジネスタイムス 2007 年 4 月 17 日 
44 ビジネスタイムス 2007 年 3 月 1 日 
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図表Ⅳ－34 シンガポール総合リゾートの経済効果 
開発事業名 マリーナ・ベイ・サンズ リゾーツワールド＠セントーサ 
総開発コスト 50.5 億 S ドル 52 億 S ドル 
観光収益 年間 40 億 S ドル（2015 年） 年間 40 億 S ドル（2015 年） 
観光経済波及効果 年間 27 億 S ドル（2015 年） 年間 27 億 S ドル（2015 年） 
GDP への貢献 GDP の約 0.8％（2015 年） GDP の約 0.8％（2015 年） 
雇用創出効果 30,000 人（2015 年） 30,000 人（2015 年） 
開園予定 2009 年 2010 年 
（出所）シンガポール観光局（STB）の公表資料 
 
 
③その他の相乗効果 

マリーナ・ベイ地区は IR だけではなく、大観覧車、公園、住宅、オフィスと「労・

住・遊」のすべてを包括する街として開発が進められている。2009 年のラスベガス・サ

ンズによる IR 開業に先立ち、2008 年 2 月には世界 大の大観覧車「シンガポール・フ

ライヤー」がオープンする予定で、また 2009 年には観覧車が立地するマリーナ・セン

ターと対岸の IR を結ぶ 2 つの橋が開通する。この橋の工事は、2007 年 2 月、日本の佐

藤工業が 8,290 万 S ドルで受注した。 
さらに沿岸には３つの公園が 2010 年に完成する見通しである。次世代の金融センタ

ー「マリーナ・ベイ金融センター」の建設も進んでおり、第一期工事が 2010 年に完工、

翌年には第 2 期工事分も完成の見通しである。マリーナ･ベイ地区への交通手段として、

大量高速鉄道（MRT）網も整備中で、マリーナ湾と中華街および北西と北東部を結ぶ新

路線「ダウンタウン・ライン（DTL）」も 2013 年には第一期工事分が開通予定である45。 
 
 
４）開発事業の成功要因と課題 

 
①政府の強力なリーダーシップ 
 シンガポール政府の経済運営は、常に高い目標を公表しそれに向かって戦術を練り、

必要なプロジェクトを計画し、それを実施するためのチームを結成し、実行に移すとい

うパターンをとっている。また、実行に移すまでの期間も短く、やると決めたことは必

ず成功させると言う意気込みで経済運営に取り組んでいる。これまでに 7 つの島を埋め

立てにより 1 つの島として抱合し、そこを化学産業拠点とする総額 70 億 S ドルのジュ

ロン島プロジェクトを成功させたのも、政府の強力なリーダーシップあってのことであ

る。 

                                                   
45 LTA（陸上交通局）プレスリリース 2007 年 4 月 27 日 
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政府は、観光関連に関して、2015 年までに観光収入を 300 億 S ドル、観光客を 1,700
万人、観光関連における 10 万人の雇用創出という目標を掲げている。2006 年の実績は、

観光収入 124 億 S ドル、観光客 970 万人46であるから、両方 2 倍以上にするという高い

目標を掲げているのである。2015 年までの中期目標達成のために、短期的には 2007 年

の目標は観光収入 136 億 S ドル、観光客は 1020 万人を目指している47。 
政府は、上記目標に対する確固としたコミットメントを明示した上で、これを達成す

るための方策としての総合リゾート開発（IR）、また IR を経済的に持続可能なものとす

るためのカジノの誘致を戦略的に進め、民間のパワーを 大限活用しているという構図

である。 
マリーナ・ベイ・サンズのオープンは 2009 年、リゾーツワールド＠セントーサは 2010

年となっており、これらが実際に成功するかどうかの判断は時間を要するが、政府の強

いリーダーシップが、カジノを含むこの２つの総合リゾート計画をここまで推進してき

たことは事実である。 
 
②課題 1：他国との競争激化 
ａ）カジノにおけるマカオとの競争 

総合リゾート（IR）の成功に向けての課題も指摘されている。１つは他国との競争

である。冒頭に述べたように、アジア諸国は観光産業を重要な外貨獲得減と位置づけ、

観光インフラの充実やプロモーション活動に力を入れている。シンガポールを訪れた

観光客数は 1997 年には近隣のタイ、マレーシアとほぼ同レベルの 700 万人台であっ

たが、2007 年にシンガポールの 975 万人に対しマレーシアは 1,755 万人、タイの 2006
年の観光客数は 1,152 万人と水をあけられてしまっている。さらに香港やマカオは

2003 年以降急速な勢いで観光客数を伸ばしている48。 
 

                                                   
46 STB プレスリリース 2007 年 1 月 31 日 
47 STB プレスリリース 2007 年 2 月 8 日 
48 ただし香港、マカオのデータには中国本土からの観光客数が含まれる。 
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図表Ⅳ－35 アジア主要国への訪問観光客数の推移 
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註：各国・地域とも 2003 年の数字が落ち込んでいるのは SARS の影響 

（出所）各国・地域の観光局資料より野村総研作成 
 

タイやマレーシアのような自然、美しいビーチ、伝統文化といった観光資源を持た

ないシンガポールは、生き残りをかけてカジノを含む総合リゾート開発に踏み切った

わけであるが、「カジノ」という分野ではマカオが 1 歩も 2 歩も先にいっている。 
 マカオでは、2002 年にカジノ運営が外資に開放されると、米系ラスベガス・サンズ

が 2004 年に 2,650 万米ドルを投じて「サンズ・マカオ」をオープン。さらに同社が

すすめているコタイ・ストリップもあり、他の米系カジノ運営会社ウィン・リゾーツ

や MGM ミラージュもマカオでカジノを開設する計画で、これら米系３社によるマカ

オへの投資総額は 250 兆米ドルに上ると見られている49。シンガポールの 2 つの総合

リゾートが完成する頃にはマカオには 6 つのカジノ・リゾートが完成している見込み

である50。 
 一方、「シンガポールとマカオは競合しない」という見方もある。「マカオの市場は

中国本土、シンガポールは東南アジア、南アジアから集客するだろう」という見方で

ある51。また、「マカオに惹かれるのは真のギャンブラー。シンガポールが求めている

観光客はビジネスやファミリー客。カジノは一要素でしかない。期待している客層が

違う」という意見もある52。 
 

                                                   
49 The Edge Singapore 2007 年 4 月 30 日 
50 ストレーツタイムス 2006 年 9 月 24 日 
51 ビジネスタイムス 2006 年 12 月 16 日掲載、モルガンスタンレーのアナリスト、ロブ・

ハート氏コメント 
52 ストレーツタイムス 2006 年 9 月 24 日 
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ｂ）期待の MICE 分野でも競争激化 
前述のようにマリーナ・ベイの入札では、MICE 産業への貢献に重点が置かれた。

しかし、シンガポールが力を入れる MICE 分野でも競争が激化している。 
ビジネスタイムスの試算によると、シンガポールのコンベンション施設面積規模は

2006 年現在 142,709 ㎡で、アジアで 7 番目であり、2009 年にはマリーナ・ベイの完

成で 254,209 ㎡程度となるが、他国もコンベンション施設の拡充をはかっている。 
ソウルは現在 148,345 ㎡弱の規模を 2010 年までに 265,209 ㎡規模にする計画で、

上海では 2009 年までに現在の 221,700 ㎡から 248,200 ㎡に拡充される。バンコクで

も現在の 208,000 ㎡に 20 万㎡が追加される見込みである53。 
マカオでもカジノへの依存度を減らし、経済の多角化をはかるために MICE 産業に

力を入れ始めた。今年第一期が完成するラスベガス・サンズのコタイ・ストリップに

は 100 万㎡のコンベンション施設が含まれている。好景気に沸く中東のドバイでも

MICE 産業振興の誘致に力を入れている。 
以上のように、現在アジアでは、MICE 分野での大競争時代に突入しており、その

中でシンガポールはいかに優位性を持っていくかが大きな課題となっている。 
 

③課題 2：外国人訪問客数への過大な期待 
シンガポールのカジノは、政府の規制によりシンガポール国民と永住権保持者に対し

ては入場料を科して敷居を高くし、外国人の利用にターゲットをあてているが、その点

に関して無理があると指摘する声も聞かれる。例えば、モルガンスタンレーは 2005 年

に発表したリサーチで、「オーストラリアのカジノ利用者は 96％が自国居住者、ラスベ

ガスの場合外国人訪問客は全体の 4％に過ぎない。近隣マレーシアのゲンティンハイラ

ンドのカジノでも 50％以上は自国居住者が利用している。（シンガポールで）カジノの

経営が成り立つだけの外国人を呼び込めるか疑問だ」と述べている54。 
 
④課題 3：人材の確保と育成 

もう１つの課題は人材である。シンガポール人の若者は接客業に従事することを好ま

ず、接客業に従事してもすぐに転職してしまう傾向がある。現在でさえ、ホテル、レス

トランなどでは外国人スタッフへの依存度が高い。そのため、ホテルやレストラン経営

者の間では、総合リゾートにより彼らのスタッフが高級で引き抜かれてしまうのではな

いかと危惧している。人材獲得競争が激しくなれば、当然人件費も上がり、サービス産

業全体のコストも上がってしまう。 
こうした危惧に対応するため、ポリテクニック55や私立専門学校の中には、観光、ホ

テル、カジノなどのホスピタリティー産業向けのコースを新設するところも増えている。

                                                   
53 ビジネスタイムス 2006 年 6 月 10 日 
54 AFX International Focus  2005 年 3 月 7 日 
55 国営高等専門学校 
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また、IR 完成時に料理人が不足すると見越して、シンガポールレストラン協会は中華料

理の学校を開設することを決めている。 
一方、シンガポール人の若者の中には、「観光産業は国外の社会経済状況に左右され

やすく不安定。IR ができるからといって、観光産業に従事する気にはなれない」といっ

た意見もある56。IR の開設に向けて教育課程を設けても、それにシンガポールの若者が

ついてくるか、今後の動向が注目される。 
 
⑤サービスレベルの向上 

2006 年に IMF/世銀の総会がシンガポールで開催された際に、政府は「スマイル・キ

ャンペーン」を大々的に実施した。世界各国から来星するゲストを笑顔で迎えよう、と

国民に訴えかけたのである。バスの車体広告、テレビ広告を使ってキャンペーンを張ら

なければならないほど、普段のシンガポール人の接客レベルは低い。 
シンガポールのサービス産業、特に観光業の振興において、接客レベルの低さはしば

しば問題点として指摘されている。もちろん、質の高いサービスレベルで評価を受けて

いるホテルやレストランもあるが、お客が並んでいてもおしゃべりをしながらゆっくり

レジを打つ、レストランでオーダーしようと思っても中々オーダーをとりにこない、と

いった接客態度も少なくない。 
 高級ホテル、高級レストランを備え、世界の高所得者層、VIP を誘致しようという総

合リゾート計画を成功させるためには、優秀な人材の確保だけではなく、一般国民も含

めたサービスレベルの向上が大きな課題となっている。 
 

 
 
 
 
 

                                                   
56 ストレーツタイムズ 2007 年 5 月 14 日 
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Ⅴ．国際的に通用する一流の国際観光拠点形成のための条件 

 

以上のような国内外の観光投資・開発の成功要因や課題を踏まえて、我が国にアウト・

イン型、イン･イン型の投資を呼び込み、海外から観光消費額の多い訪日客を多く引きつけ

ることのできる「国際的に通用する一流の国際観光拠点」を形成していくための条件をま

とめると以下のとおりとなる。 

条件は、「ファンダメンタルズ（観光基礎条件）」、「観光開発戦略・計画条件」、「観光ブ

ランディング条件」、「観光経済マネジメント条件」、「観光事業スキーム条件」、「観光地域・

人材マネジメント条件」から構成される。 

 

１）ファンダメンタルズ条件（観光基礎条件） 

 

ファンダメンタルズ条件は、一流の国際観光拠点として基本的に備えていることが望

ましい機能・環境条件のことである。 

求められる条件については、世界的なブランド・コンサルティング会社であるフユー

チャー・ブランド社が公表している、「カントリー・ブランド・インデックス（CBI）」が

参考になる。これは観光地としての国のブランド力を様々なカテゴリーから評価したも

のである。  

これを踏まえると、一流の国際観光拠点としてのブランドを形成する基本条件として

以下があげられる（ただし、全てを備える必要はない）。 

 

① 歴史的遺産： （博物館や遺跡を通して歴史に触れられること） 

② 芸術文化： （建築、美術、舞台芸術に富んでいること） 

③ リゾート居住： （多様で高質な宿泊滞在施設の選択肢が豊富であること） 

④ 家族向けアクティビティ：（家族向けアクティビティの選択肢が豊富に提供されて

いること） 

⑤ 休息・リラクゼーション： （休息とリラックスに適した快適な気候であること） 

⑥ ビーチ： （自然のままのビーチがあること） 

⑦ 自然美： （美しい地形・景観があること） 

⑧ アウトドア・アクティビティ/スポーツ：（それらに適した環境が整っていること） 

⑨ 安全： （観光客の安全が最高度に確保されていること） 

⑩ ナイトライフ/ダイニング： （第一級のバー、クラブなどが整っていること） 

⑪ ショッピング： （豊富で多様な商品が容易に手に入ること） 

⑫ バリュー・フォー・マネー： （支払った以上の価値が手に入ること） 
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２）観光開発戦略・計画条件 
 

一流の国際観光拠点を形成するためには、明確な意図を持たなければならない。明確

な意図を示すものが以下のような開発戦略と計画・ルールである。 

 

①世界をターゲットにした観光開発戦略の立案 

アジアを中心に大交流時代を迎える中、世界から多くのツーリストを惹きつける

「価値」やそれを具現化する施設・サービスを明確に示す開発戦略が必要である。

例えば、バリ島では明確に外国人観光客にターゲットを絞り、外国人の好むリゾー

ト環境と独自文化を融合させた観光開発戦略を展開している。 

特に日本のライバルとなるアジアでは現在、大規模な「総合カジノリゾート」、「長

期滞在型リゾート」等の開発が盛んであり、我が国の今後の国際観光拠点開発にあ

たっては、激化するアジアでの競争に勝っていくための世界からの誘客を狙った戦

略が必要となる。 

 

②世界水準の観光ブランド構築戦略の立案 

開発戦略とともに観光拠点のブランド構築戦略がその重要性を増している。国際

観光拠点の「ブランド」とは、次の要件を備えた「観光拠点像」のことである。 

○ 世界が共通の理解・イメージを抱ける「シンボル（アイデンティティ）」と

なるもの 

○ 当該地域の素材（特性）を活かして意図的に創り出すもの 

○ 言葉として表現されるもの 

こうした、観光地全体のブランド構築戦略が、日本では最も遅れている分野の一

つであり、その重要性は高い。例えば、最も進んでいる沖縄においてもブランド戦

略は主に航空会社（ANA、JAL）によって行われており、地域全体のブランド戦略は

無いに等しい状況である。 

 

③「人」と「投資」の流れの相乗効果を発揮させる観光開発戦略の立案 

観光投資の成功要因の一つは、観光に伴う人の流れとの相乗効果を発揮させるこ

とである。例えば、国内では北海道ニセコにおけるオーストラリア人スキーヤーの

増加と同国資本による不動産開発投資の増加、九州における韓国人ゴルファーの増

加と韓国資本によるゴルフ場投資の拡大などがみられる。 
国外では、バリ島への投資の多い上位国（イギリス、韓国、日本、オーストラリ

ア）は、来訪客数でも上位国になっており両者の密接な関係が類推される。 
このように、世界からの「人の流れ」と「投資（カネ）の流れ」をうまく組み合

わせることによって、両者の相乗効果を発揮させ、当該地域へ投資と消費による大
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きな経済効果を発生させる戦略立案が重要である。 
 

④観光地域づくりの長期計画とルール策定 

国際的に通用する一流の国際観光拠点の形成に向けては、上記のような戦略にと

どまらず、持続可能な良質な観光地づくりを誘導するための長期計画とルール（規

則）が不可欠である。例えば、ウイスラーは、「リゾート自治体」としての独自のコ

ミュニティ計画を策定するとともに、その下に「総合開発計画」及び「開発・建築

ガイドライン」を持ち、質の高いリゾートコミュニティ形成のための細部にわたる

方針とルールを定めている。また、バリ島でも持続的観光の実現を目的とした観光

開発計画が策定されているとともに、世界水準のリゾート空間の価値を維持するた

めの各種遵守規定の設定、開発ライセンスや土地利用許可等の取得制度の導入が行

われている。 
 
 

３）観光ブランディング条件 
 

国際観光拠点のブランディングとは、目指すべき「ブランド（観光拠点像）」を言語表

現化し、コミュニケーション活動を通して世界に浸透させることである。そのためには、

以下が重要である。 

 

①ブランド・マーケティングの展開 

国際観光拠点のターゲット顧客（富裕層等）を選定し、顧客別に効果的な「広報・

プロモーション」を展開することである。広報コンテンツの作成、チャネルの選定

（Web サイト、パブリシティ、PR映像、ロゴ等）等が重要となる。 

特に最近では、国際観光拠点の Web ポータルサイトの重要性が増している。個人

行動をするツーリストの情報入手源が Web サイトに偏る傾向があるためである。 

 

②ブランド・マネジメントの確立 

国際観光拠点におけるブランド価値維持のための管理体制の構築、ブランド価値

浸透の評価・検証の仕組みづくりなどが重要である。例えば、バリ島やウィスラー

では、ホテル客室数の供給量の上限を設定し、供給過多による客室稼働率の低下を

防ぐことによって「高級リゾート」のブランドイメージを維持しようとしている。

国際観光拠点の持続性を高めるためには、ブランド・マネジメントが必須である。 
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４）観光経済マネジメント条件 
 

一流の国際観光拠点の形成には、内外からの投資誘導、集客と消費の極大化を実現す

るための経済メカニズムを発揮させることが重要である。例えば以下が想定される。 

 

①民間投資誘引のための経済的仕掛けづくり 

国内外からの民間投資を誘引するための経済的な仕掛け（インセンティブ、サン

クコストの負担等）をつくることが重要である。例えば、シンガポール政府は、総

合リゾート開発事業の展開に際して、民間投資による開発を成功させるための収益

源（手段）としてカジノを位置づけており、それと他の施設のセットでリゾート開

発を進めようとしている。また、バリ島では、国内外から高級ホテル投資を誘導す

るために、国策会社が高級リゾート地の開発（造成・基盤整備）、地区管理（セキュ

リティ、環境）を行い、質の高いリゾート空間の提供と、リゾート価値維持のため

のコストを負担している。 
 

②観光経済価値を維持するための供給量管理 

一流の国際観光拠点では、ホテル宿泊業を対象として、需給バランスの大きな崩

れによる稼動率やサービス水準の低下を防ぐため、供給量管理を導入することが望

ましい。例えば、バリ島では、州政府がホテル客室数の供給量の上限を設定し、供

給過多による客室稼働率の低下を防ごうとしている。また、カナダのウィスラーに

おいても宿泊施設のベッド総数の上限を設けて、供給過剰を防ぐことが行われてい

る。 

 

③観光経済を牽引する MICE 産業の育成 

一流の国際観光拠点では、MICE 産業の集積とその経済効果を組み込むことが、重

要な戦略となる。例えば、観光リゾート地として有名なバリ島は、インドネシアで

有数のイベントや国際会議の開催地でもある。特に、高級リゾート地区として開発

されたヌサドゥア地区は、「バリ国際コンベンションセンター」を有する国際 MICE

ゾーンでもあり、リゾートとコンベンションが一体化し高い経済価値生み出してい

る。シンガポールの総合リゾート開発（マリーナ・ベイ）においても MICE が中核的

産業として位置づけられている。 

 

④新しい観光リゾート商品・サービスの開発と提供 

一流の国際観光拠点では、宿泊を中心とする新しい観光リゾート商品・サービス

の開発・早期導入によって差別化を図ることが重要である。例えば、世界のホテル

チェーンを中心に「バケーションオーナーシップ※」などの長期滞在志向の高まりに
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対応した新たな商品が提供されており、地域に立地するホテルをバケーションオー

ナーシップのネットワークに組み込むことによって、リゾート客の集客に結びつけ

ることが可能となる。また、バリ島ヌサドウア地区ではインドネシアで初の試みと

して「ホテル・レジデンス」が商品として提供されている。 

 

⑤文化価値の経済価値への転換 

バリ島では、固有の宗教的文化を守りつつ、伝統芸能を観光資源として活用する

ことが重視されている。従来、伝統芸能は観光客には開放されていなかったが、外

国人芸術家の働きかけにより観光客向けのパフォーマンスとして公演されるように

なった。固有の宗教的文化を守りつつ、伝統芸能を観光資源として活用するという

考え方の浸透である。このように、伝統文化を維持継承しつつ、経済価値を生み出

す有効な観光資源としてプロデュースすることが重要な戦略となる。 

 

※：バケーションオーナーシップの概略は以下のとおり 

・ コンドミニアムやリゾートホテルの個室等を、通常 52 週程度に分割し、複数の個人でシェア

する不動産所有方式。 

・ 購入した際の所有権は、通常の不動産と同様に登記され、購入後は毎年の年間管理費を支払

うことで、所有物件として利用することが可能。この権利は、一般的に土地所有権付不動産

として相続が可能で代々受け継ぐことが出来る。 

・ オーナーは所有する施設だけでなく、権利をポイントと交換し、提携する世界各地の施設を

利用することが可能な「ポイント交換制度」も数多くの企業が導入している。 

・ バケーションオーナーシップは本来的には「所有権」の販売を指すが、日本では所有権を有

さない「利用権」の販売（タイムシェアリゾート）も含めた総称として用いられることもあ

る。 

図表Ⅴ－1 バケーションオーナーシップのスキームイメージ 
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５）観光事業スキーム条件 
 

一流の国際観光拠点の形成に向けては、様々な開発整備事業が発生する。その際には、

次のような事業スキームを導入していくことが望ましい。 

 

①多様な不動産流動化スキームの活用 

国際観光拠点の形成にあたっては、世界から有利な条件での資金調達と運用が必

要となるため、それらを一体的に行える高度で多様な不動産流動化スキームの導入

が重要な条件となる。最近の不動産流動化スキームの発達は、観光投資分野にも及

んでおり、投資原資の調達と事業推進が多様な選択肢のもとでやりやすくなってい

る。たとえば、各種の私募ファンドや J-REIT は不特定多数の一般投資家から資金を

募るスキームである。また、SPC（特別目的会社）の設立等による開発型証券化手

法も、資金調達と事業遂行を一体的に行えるスキームである。 

 

②「所有」と「経営」の分離スキームの導入 

国際的な観光投資事例の成功例をみると、施設の「所有と経営の分離」が必要な

条件となっている。例えば、バリ島の高級ホテルは所有（主にインドネシア資本）

と経営（外国のホテル事業者／専門オペレーター）が分離している。国際観光拠点

には様々な施設の立地が想定されるが、投資家等の所有者と専門オペレーター等の

経営者を明確に分離させることが、責任分担の明確化、効率的オペレーション、事

業の付加価値向上（ロールアップ）には不可欠である。 

 

 

６）観光地域・人材マネジメント条件 
  
世界一流の国際観光拠点の形成には、ホテル等の単体施設のマネジメントにとどまら

ず、拠点地域全体の「アセットマネジメント」の展開と、地元との協調・協働体制の構

築が重要となる。また、地域全体での観光人材の育成等のマネジメントも必要である。 

 

①地域アセットマネジメントの導入 

外資ファンドのホテルへの投資戦略として、「アセットマネジメント」の考え方が

ある（注）。これを、国際観光拠点づくりに応用したのが「地域アセットマネジメン

ト」の考え方である。 
すなわち、インターナショナルブランドを目指す場合には、国際観光拠点を構成

する施設（ホテル・コンドミニアム、ゴルフ場、温泉スパ、レジャー施設等）は、

世界有数の専門オペレーター会社に運営を委託する。また、全体のコーディネーシ
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ョンも一つの事業主体にまかせることが重要であり、それによって、国際環境拠点

のブランド力が著しく向上する。 
こうした戦略を実践しているのがバリ島のヌサドウア地区である。同地区ではバ

リ観光公社（BTDC）による全体管理、世界的なホテルオペレーターによるホテル事

業経営が行われており、地区全体の高級リゾートのブランド力を維持している。 
 

（注）外資ファンドによるホテルのアセットマネジメントの考え方（例） 
外国人客の比率を上げることによって収益改善が見込めるホテルであれば「イ

ンターナショナルブランド」に転換する。そのために、専門の外資系オペレータ

ーに委託する事業方式をとる。国内需要で安定しているホテルであれば資金を投

じてインターナショナルブランドにする必要は無い。それらでは名称や雇用を継

続しながら自社で経営するか、国内のホテル運営会社に委託する。 
 

②地元地域との協調・協働体制の構築 

日本国内で外資等の導入により国際観光拠点づくりを行う場合には、特に地元地

域への配慮が重要な条件となる。地元雇用、地域産品の「地産地消」などを重視す

るとともに、人々のホスピタリティを引き出すような動機付けも必要となる。こう

した取り組みを行うための協調・協働体制づくりが重要である。 
 
③観光リゾート人材の育成マネジメント 

一流の観光地の形成には、質の高い観光リゾート産業人材が不可欠である。例え

ば、シンガポールでは総合リゾート開発が進められつつあるが、ホテル、カジノ、

レストラン等のホスピタリティ産業における人材の不足が懸念されており、国をあ

げて人材育成に取り組んでいる。また、バリ島では政府がリゾート開発とともに「ホ

テル及び観光管理トレーニングセンター」を開校し世界レベルの人材育成に力を入

れている。一方、国内では沖縄における観光人材の不足が課題としてあがっている。 
このように、一流の観光地には一流の観光人材が必要であり、ホテル等のマネジ

メントのできる専門人材、多様な言語に対応できる観光ガイド、コミュニケーショ

ン能力やホスピタリティを持った接客人材などを量的・質的に充実させることが求

められる。 
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参考資料：日系企業の海外における観光投資の動向と事例 

 

１．日系企業の海外観光投資の動向 

 
国内のバブル期の後遺症のため、バブル期に所有したリゾート施設などを売却し、事

業の再編を行っている日系企業は多い。一方で、リゾート開発や施設買収を積極的に展

開している企業は少ない。 
このため、近年の日系企業による海外観光分野への投資事例としては、ホテルや旅行

代理店の進出はみられるものの、全体としてはそれほど多くない（次図表参照）。そのよ

うな中で、2004 年以降、旅行代理店による中国での子会社設立が相次いでいる。また、

中国及び中東地域にて、ホテル運営会社が現地企業とホテル運営管理業務で提携し、進

出している。このように、一部企業では、将来の市場拡大や需要開拓を見越して、積極

的に海外での観光分野へ投資している。 
 
近年、日系企業が海外観光分野へ投資が進んでいる地域としては、大きく次の 3 地域

に分けられる。 
①東アジア・東南アジア地域 

中国を中心として台湾、香港、韓国、タイ、シンガポールといった東アジア地域

へ投資は、ホテル業者、旅行代理店を始めとする、幅広い事業プレーヤーと事業

内容で進められている。 

②太平洋地域 

温暖なハワイ、グアム、オーストラリア、パラオなどのリゾート地域への投資に

は、不動産業者を中心にリゾート施設に関わる事例が多い。 

③中東地域 

ホテルの開業は、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ及びフジャイラとクウェート

といった治安の良い中東地域では、国際金融ビジネス都市での高級リゾートホテ

ルの運営管理業で進出している。 
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図表１ 日系企業による海外投資代表事例

企業名 事業・施設名等 所在地 実施年月 概　要
㈱JALホテルズ

業種：ホテル、その他
の宿泊施設

・高級ホテルの
開業
・ホテル・ニッ
コー新世紀・北
京

中国（北京） 2004年12月 ・JALホテルズは、北京に高級ホテル「ホテル・ニッ
コー新世紀・北京」を開業した。
・JALホテルズの合弁会社（中国）「ニッコーホテルズ
北京BTG」が受託運営する。
・日本航空の子会社であるJALホテルズは、中国で
ニッコーブランドの高級ホテルを開業し、事業強化を
図る。

・リゾートホテル
の運営委託で
提携
・ホテルJALフ
ジャイラ・リゾー
ト＆スパ
・ホテルJALタ
ワー・ドバイ

アラブ首長国連
邦（UAE）

2005年10月
頃（提携）
2007年2月・
2007年夏（開
業予定）

・クウェートの不動産開発会社のアシコ・インターナ
ショナル社と、UAEのホテルの運営管理で提携した。
・JALホテルズは、アシコ社がクウェートで建設する２
ホテルの運営管理を受託する。
・2007年2月に「ホテルJALフジャイラ・リゾート＆スパ」
（客室257室）の開業を予定している。
・2008年夏には、「ホテルJALタワー・ドバイ」（客室486
室）の開業も予定している。

・ホテルの運営
委託で提携
・パラオ・ロイヤ
ル・リゾート

パラオ共和国 2004年7月頃
（提携）
2005年7月
（開業）

・台湾ホテル・ロイヤル・グループのロイヤル・パラオ・
エンタープライズ社と、ホテルの運営管理で提携した。
・ホテル・ロイヤル・グループが、パラオ共和国マラカ
ル島にホテル「パラオ・ロイヤル・リゾート」を建設し、
JALホテルズは、運営を担当する。

鹿島建設㈱

業種：建設業・ディベ
ロッパー、ゼネコン、各
種工事

・リゾート開発 米国（ハワイ） 2005年 ・鹿島建設は、米国ハワイでリゾート開発事業の強化
を図る。
・気候温暖なハワイ諸島への不動産投資が米国で活
発なことに対応し、2005年には、ハワイ島で別荘用宅
地の造成を前倒しで進め、前期比２倍の60戸を供給。
投資額は100億～120億円（造成費や建築費を含
む）。

スターツコーポレーショ
ン㈱

業種：不動産業

・リゾート施設買
収
・アルレグアム
ゴルフリゾート
（AGGR）

米国（グアム） 2004年4月頃 ・不動産仲介・管理を手掛けるスターツは、米国グア
ムのリゾート施設「アルレグアムゴルフリゾート
（AGGR）」を2004年に買収した。
・AGGRは、ゴルフコース27ホール、62室のホテルを運
用。
・グアムでコンドミニアムなど不動産事業を手掛けるほ
か、子会社の旅行代理店スターツツーリスト（東京都）
などとの相乗効果を見込む。

㈱ユニマット・ホール
ディング

業種：オフィス・コー
ヒー業、リゾート業、不
動産業他

・合弁事業の拡
大
・タートルポイン
ト・ホテル＆ス
パ・アット・ラグ
ナ

オーストラリア 2004年9月頃
（投資）
2006年9月頃
（開業）

・ユニマット・ホ－ルディングは、2004年に、クイーンズ
ランド（QLD）州リゾート再開発に関する合弁事業の規
模を拡大。
・合弁事業は、再開発計画「ラグナ・ウィットサンデー
ズ・リゾート」の一部を対象としたもの。
・総額10億豪ドルの再開発のうち、ユニマットは「ター
トルポイント・ホテル＆スパ・アット・ラグナ」（総額2,000
万豪ドル）に1,000万豪ドルを出資した。
・この合弁事業により、日本の海外ウエディング市場
参入を狙う。  

（出所）各種公開資料をもとに野村総研作成 
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図表１ 日系企業による海外投資代表事例（続き） 

企業名 事業・施設名等 所在地 実施年月 概　要
㈱ネクストジャパン

業種：娯楽・レクリエー
ションサービス業

・複合施設の展
開

中国(上海) 2005年春頃 ・レジャー施設運営のネクストジャパンは、中国で複合
施設を展開して事業を強化する。
・2005春頃に、上海市内に第1号店を開設した。
・中国沿岸地域は所得水準の向上が続き、安定的に
娯楽需要が見込めたためである。

近畿日本鉄道㈱

業種：鉄道輸送業

・ホテル・流通業
の再編

米国（ロサンゼ
ルス近郊）

2005年5月
（売却）
2008年春（開
業予定）

・米国のホテル・流通事業を再編し事業強化を図る。
・近畿日本鉄道の米国子会社が運営するサンフラン
シスコのホテル２軒並びに商業施設２ヶ所を2006年5
月に米国の不動産会社に売却した。
・新たにロサンゼルス近郊に新ホテル(客室数約200）
を建設し、2008年春に開業する予定である。
・投資金額は、約34億6,200万円（3,000ドル）でサンフ
ランシスコの不動産売却資金を充てる。

㈱デサント

業種：生地・衣料品製
造業

・全額出資子会
社の設立
・上海マンシン
グウェアゴルフ
技術コンサル
ティング

中国（上海） 2006年4月 ・デサントは、中国でゴルフスクール運営・コンサル
ティングの全額出資子会社を設立した。
・新会社は、「上海マンシングウェアゴルフ技術コンサ
ルティング」。資本金約2,300万円（20万ドル）。
・日本で研修を受けた現地採用の講師がレッスンを行
い、パートナー契約を結んだ現地のゴルフ練習施設
運営会社の練習場を利用する。
・中国で、同社のゴルフウェアブランドの知名度を高め
るほか、競技者増加による需要拡大を図る。

近畿日本ツーリスト㈱

業種：その他輸送サー
ビス業（旅行代理店
等）

・全額出資の旅
行会社の設立
・近畿国際旅行
社

中国 2005年7月頃 ・近畿日本ツーリストは、中国に全額出資の旅行会社
を設立した。
・新会社は、「近畿国際旅行社」（本社：中国）。資本金
約5,200万円（400元）。
・2008年開催予定の北京五輪や2010年の上海万博で
中国への渡航者増を見込む。当面は日本からの旅行
者の受け入れと在中国邦人の旅行を取扱う。
・市場開放の時期に合せて、中国人の日本向け観光
業務の営業拠点とする。

㈱JTB

業種：その他輸送サー
ビス業（旅行代理店
等）

・全額出資の旅
行子会社の設
立
・吉天碧（上海）
国際旅行社

中国（上海市） 2006年3月 ・JTBは、中国で全額出資の旅行子会社を設立した。
・新会社は、吉天碧（上海）国際旅行社。資本金約
8,000万円。
・上海、華東・華南地区で日本人観光客の受け入れや
ホテル手配を行う。また、日系企業向けのビジネス需
要を開拓する。

・合弁会社を設
立
・上海錦江国際
JTB会展有限公
司

中国（上海市） 2005年4月頃 ・JTBは、中国上海にイベント・コンベンション（EC）ビ
ジネス事業を展開する合弁会社を設立した。
・新会社は、上海錦江国際JTB会展有限公司。
・資本金約１億640万円（100万ドル）、上海の観光産
業グループ、錦江国際集団との折半出資。
・2005年4月に営業を開始し、2010年の上海万博での
日系企業プロモーション事業を手掛けている。

ANAセールズ＆ツアー
ズ㈱

業種：その他輸送サー
ビス業（旅行代理店）

・全額出資子会
社の設立
・全日空国際旅
行

中国 2004年6月頃 ・全日本空輸（ANA）の旅行子会社であるANAセール
ズ＆ツアーズは、中国で全額出資の旅行子会社を設
立した。
・新会社は、「全日空国際旅行」。資本金約6600万円
(60万ドル）。
・新会社はレストランや観光地の発掘を進め、シニア
向けなどのツアーを企画する。

㈱エフネス

業種：その他輸送サー
ビス業（旅行代理店
等）

・全額出資子会
社の設立
・Rikisha

米国（ロサンゼ
ルズ）

2006年5月頃 ・国際航空券を中小旅行会社に卸販売するエフネス
は、2006年、米国に日本人旅行者向けガイドを紹介す
る全額出資子会社を設立した。
・新会社は「Rikisha」。資本金約3356万円（30万ド
ル）。
・営業地域は米西海岸主要都市で、米国を訪れる日
本人旅行者に観光ガイドを紹介する。また、経営者や
ビジネスマンらに通訳や弁護士を紹介する。

㈱ホテルオークラ

業種：ホテル、その他
の宿泊施設

・再開発物件へ
の入居

タイ、シンガポー
ル、他

2005年 ・再開発物件に入居する方式で、タイや中国、ベトナ
ムなどのアジア地域を重点地域として進出している。
・ホテルオークラは、海外で13拠点を開設して事業の
強化を図る。2005年の投資金額は、同時に開設する
国内14施設との合計で10億円。

㈱プリンスホテル

業種：ホテル、その他
の宿泊施設

・FC契約のホテ
ル開業
・ナイスプリンス
ホテル嘉義・台
湾

台湾 2006年7月頃 ・プリンスホテルは、台湾でフランチャイズ（FC）契約の
ホテルを2006年7月開業し、事業の強化を図る。
・新ホテル「ナイスプリンスホテル嘉義・台湾」は客室
数245室、レストラン3つ、国際会議、婚礼に対応する
宴会海上５ヶ所を備える。

 

（出所）各種公開資料をもとに野村総研作成 
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２．日系企業の海外観光投資の事業スキーム 

 
（１）海外への観光投資事業のプレーヤー 

 

近年の日系企業による海外観光投資の主な事業プレーヤーは、以下のとおりである。 

  ①ホテル事業者 

最も積極的であるのは、JAL ホテルズである。同社は、日系の国際ホテルチェーン

として、「ニッコー・ホテルズ・インターナショナル（NHI）」のブランド名で、東南

アジアや中国を中心に、海外事業を展開している。その他としては、ホテルオーク

ラ、プリンスホテル等があげられる。 

②旅行代理店等 

近年海外投資に最も積極的であるのは、JTB である。同社は、2005 年 4 月に、中

国上海の観光産業グループ「錦江国際集団」と折半出資し、イベント・コンベンシ

ョン（EC）事業を行う合弁会社「上海錦江国際 JTB 会展有限公司」を設立している。

また、2006 年 3 月には、上海に、JTB 全額出資の旅行子会社を設立している。現在、

JTB グループの中国における拠点は７会社、３事務所の計 10 拠点となっている。 

その他としては、近畿日本ツーリスト、阪急交通社、ANA セールズ＆ツアーズ、日

本旅行、エフネスなどがあげられる。 

③不動産業者 

スターツコーポレーションは、2004 年 4 月頃、米国グアムにあるりそな銀行系リ

ゾート施設「アルテグアムゴルフリゾート（AGGR）」を買収している。この他にも、

グアムではコンドミアニムなどの不動産事業を手掛けている。 

国内で多角的な経営をしているユニマット・ホールディングは、2004 年９月頃、

オーストラリアのクイーンズランド州のリゾート再開発「ラグナ・ウィットサンデ

ーズ・リゾート」に関わる合弁ホテル事業に 1,000 万豪ドルを出資している。 

④ゼネコン 

鹿島建設は 2005 年に、米国ハワイでのリゾート開発に 100 億から 120 億円を投資

し事業を強化している。しかし、鹿島建設は、2006 年 6月に、100％子会社で米国ハ

ワイでのリゾート事業を手掛けてきたカジマ・コナ・ホールディングス・インコー

ポレーテッド（KKH）を解散している。 

⑤その他 

その他の日系企業としては、投資会社の K・フォレスト、鉄道輸送業者の近畿日本

鉄道（ホテル・レジャー事業）及び JR九州、娯楽・レクリエーションサービス業者

のネクストジャパン、衣料品製造業者のデサントなどがある。 
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（２）海外への観光投資事業の方式 

 

 近年の日系企業の海外観光投資にみられる事業方式としては、以下が主なものである。 

①単独進出方式 

海外観光分野での営業活動や需要開拓のために、現地に出資子会社や支店を設立し、

現地の活動の拠点としている。このように海外の観光分野に進出しているのは、主に

旅行代理店や鉄道輸送業者がある。 

 

②合弁事業方式 

海外において、地元資本と合弁会社を設立し、多方面で企業活動を行っている。日

系企業は、ホテル・リゾート経営にあたり、自社の得意分野に特化させている。傾向

としては、中国を中心に、合弁会社の設立する事例が多い。また、リゾート開発に関

する合弁事業に再投資している事例がある。 

 

③管理運営受託方式 

日系企業については、運営ノウハウとブランドの知名度をもとに、現地企業等と提

携し、ホテルの運営管理業務を受託することで、海外で事業展開している事例が多い。 

 

図表２ 管理運営受託方式（JAL ホテルズ） 

不動産会社

日系ホテル
事業者

ホテル・施設

所有

経営

運営

運営委託
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④FC方式（フランチャイズ） 

   日系企業は、現地企業とフランチャイズ（FC）契約を結び、日系企業が所有するノ

ウハウの提供、ブランド名使用、顧客基盤情報の共有などを行っている。主には、中

国で事業展開されている。 

 

図表３ FC 方式（ネクストジャパン） 

日系企業
現地FC
加盟会社

現地加盟店娯楽施設

所有

経営

運営

加盟店募
集委託

加盟

入居

ロイヤルティー他

 

 

３．日系企業の海外観光投資の事例分析 

 

（１）成功例：JAL ホテルズの中東のドバイ、フジャイラへの進出 

JAL ホテルズは、世界各地でホテルを展開し、ブランド力、国際的水準の運営ノウハ

ウ及び営業力を培っている。このブランド力と競争力をもとに、最近ではアラブ首長

国連邦（UAE）に「ホテル JAL フジャイラ・リゾート＆スパ」（2007 年 2 月開業予定）

及び「ホテル JAL タワー・ドバイ」（2008 年夏開業予定）の２つのホテル進出を果たし

た。 

クウェートの不動産開発会社アシコ・インターナショナルと提携し、ホテルの所有・

経営はアシコ・インターショナルで、JAL ホテルズはホテル運営管理業務を担う。アジ

ア諸国や欧州で知名度の高い UAE への進出は、国際ホテルチェーンとしてのブランド

力と運営力をさらに向上させる絶好の機会と認識されている。 

 

【成功要因】 

近年、海外へ出る日本観光客が増加し、訪問地域も多様化している。そういった市

場ニーズを把握できていること。また、海外でのホテル運営で培ったブランド力と運

営ノウハウによる競争力と、ホテル運営管理業務を受託する方式を採ることで、財務

コストを抑えられ、積極的な海外事業の展開を可能にしている。 
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（２）失敗例：ロイヤルホテルのオーストラリアのホテル売却 

ロイヤルホテルは、オーストラリアの子会社が所有する「ケアンズコロニアルクラ

ブリゾート」を、2006 年９月までに売却している。このホテルは、豪不動産市況が回

復したことを受け、現地の不動産会社に売却額 1,900 万豪ドル（約 16 億 1,500 万円）

で売却されている。 

売却に伴う特別損失として、約２億 8,000 万円が計上されることになる。リーガル

ロイヤルホテルグループにとって、最後の海外ホテルであった。このホテルは、平成

元年から開業したものであったが、売却により、バブル期に積極的に展開した海外事

業から完全撤退となった。 

 

【失敗要因】 

多くの日系企業と同様に、ロイヤルホテルは、バブル期に巨額な投資をして、海外

にいくつかのホテルを新規展開している。しかし、バブル崩壊により業績が悪化し、

海外の新規投資ホテルは売却され、殆ど利益につながらなかった。 

当時の経済情勢に流され、楽観的な事業計画を立て、安易に海外進出を行ったこと

が失敗要因と考えられる。 
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