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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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第Ⅰ章 我が国における最近の観光投資の動向 
 

近国内では、外資・内資による観光分野での投資事例が増えている。 
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。 
 
 

第Ⅱ章 我が国の観光投資事例分析 
以上のような観光投資の動向の中で、特に新規開発投資型の観光地形成に焦点をあて、

具体的な地域として、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」を取りあげ、現状と課題を分析した。 
 
１．北海道ニセコひらふ地域 
 
１）観光投資の現状 
 
（１）外国人観光客の動向 

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。 
同地域を訪れる外国人観光客数（宿泊人数）は、2005 年で約 9,560 人であり、オース

トラリア人が急増する一方、アジアからの来訪者（特に香港、シンガポール、中国）も

増加傾向にある。また、倶知安町で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、居住者の国際化も着実に進展している。 
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図表 ニセコひらふ地域における外国人観光客数の推移 
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（出所）後志支庁管内訪日外国人宿泊者数調査（北海道） 

 
 

（２）観光投資の動向 
ニセコひらふ地域では外国人観光客の増加とともに外資による観光投資が増大している。 
第一は、外資による不動産（土地とコンドミニアム）への投資である。土地について

は、オーストラリア、香港、シンガポール等の不動産開発業者や投資家が主な買主とな

り、日本人の売主からの買収が進んでいる。その結果、2007 年 3 月現在で、同地域の

土地の 4～5 割が外国人所有になっていると推測される。また、同地域の地価は坪 30～
35 万円であり、数年前の 10 倍に高騰している。コンドミニアムについては、オースト

ラリア等の外資による建設が進んでおり、07 年 3 月現在で 50 棟 300 戸が供給されてい

る。コンドミニアムの購入者は、オーストラリア人が多いものの、 近では香港等のア

ジア人による購入が増加しており、土地とともに不動産所有の多国籍化が進みつつある。 
 

図表 最近のコンドミニアム（※）の所有者構成（2006 年） 
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 
 

※ 近建設された「ニセコ・ランドマーク・ビュー」 
（出所）ヒアリングより 

 
第二は、外資による大規模観光開発投資である。ニセコひらふ地域に近接する花園地

区に、オーストラリア系開発事業者による「デスティネーション・スキーリゾート」を

コンセプトとする本格的な大規模スキーリゾートタウン建設計画があり、2008 年に着工

の予定となっている。こうした新たな開発は、同地域だけではなく、より広域的な「ニ

セコリゾート」を創出していくための重要な布石として捉えられている。 
第三は、オーストラリア資本によるビジネス投資（法人設立）である。ビジネス投資

は、1994 年頃から始まり、当初はアウトドア業が中心であったが、 近では不動産事業、

旅行事業等へと広がっている。その形態は、アウトドア業から飲食・物販業及び不動産

業への多角化、旅行業の不動産業への進出、不動産業における不動産管理業務の分社化

等であり、外資によるビジネス増殖のメカニズムが見て取れる。 
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図表 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 
（出所）雑誌記事・新聞等の公開資料をもとに作成 

 
 
（３）観光投資等の経済効果 

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。 
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。 
一方で、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。 
 

（４）観光地形成に向けた行政・住民の取組み 
以上のように、ニセコひらふ地域では近年急激に外資による観光投資が進み、新しい

まち並みが形成されつつあるものの、まちづくりを誘導する将来ビジョンや計画はなく、

行政等による規制や取組みも不十分であった。 
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2006 年 2 月、「倶知安の美しい風景を守り育てる要綱（景観要綱）」が全部改正し、「景

観形成地区」の指定、景観形成基準」の策定がなされるとともに、各地区では、地域住

民等が主体となり「町と景観まちづくり団体」が設立され、町との間で景観協定が締結

されたが、まちづくり全体を誘導していくには力不足であるとの認識が地元では強い。 
 

（５）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）国際的観光地としての価値を高め、投資の好循環を作り出すための「まちづくり」 

①まちづくりの戦略・計画立案と推進主体の創出 
ニセコひらふ地域には、国際的観光地形成のために必要なまちづくりの戦略・ビジ

ョン・計画等がほとんど無く、観光投資の活発化に伴い、無秩序で貧相なまちが形成

されつつある。これは、外国の優れた国際リゾート地にみられるような、民間投資に

よる開発をコントロールし、ビジョンに沿ったまちづくりを誘導する強力な主体が存

在しないことが一因である。日本では地元自治体あるいは官民協働組織等がその役割

を担っていくことが期待されるが、同地域においては今のところそのような主体は存

在しない。 
②景観要綱・基準・協定の効力の強化 

現在施行されている景観要綱やそれに基づく景観形成基準、景観協定の拘束力が曖

昧であり、「まち全体としての良好な景観形成が実現しない」という点が指摘されて

いる。また、景観形成基準の内容は、景観形成地区全体を「住宅地」と想定しつくら

れているが、魅力的なまち並みを形成していくためには、商業・住宅等の用途を細か

く定め、基準を変えるなどのメリハリが必要であるとの指摘がなされている。さらに、

景観形成基準や協定の拘束力の曖昧さが、不動産取引事業者に重要事項説明書への記

載をめぐる不安感を醸成している、という問題も出ている。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。 
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（２）国際的観光地にふさわしいインフラ整備 
①貧弱なインフラの充実強化 

ニセコひらふ地域では、宅地の区画規模が小さく（多くは 50 坪程度）、既存施設の

取り壊しや外資の投資による再開発を行おうとしても、単一区画では良質な建物の建

設が難しい状況にある。したがって、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。 
また、同地域では、地区内道路の危険性（路面の圧雪・凍結による転倒事故、交通

事故の発生等）、公共交通機関の不足（市街地と同地域を結ぶ交通手段の少なさ等）、

冬場の雪捨て場の不足（コンドミニアム建設による空き地の減少等）、幹線道路にお

ける歩道の未整備、地区全体の電線地中化の遅れ等が指摘されており、国際的観光地

にふさわしいインフラ整備が必要である。 
特に、同地域のメインストリートである「ひらふ坂」の沿道では、建物密度の低さ、

建物の様式・高さ・壁面後退線等のバラつき、空き地や公共駐車場の混在による一体

性の欠如、電線地中化の遅れなどが顕著であり、これら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。また、

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 「ひらふ坂」沿道の風景（2007 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②国際観光地に不可欠な施設・サービスの整備・充実 

ニセコひらふ地域を国際的観光地としていくためには、良質のアコモデーション

（スキー・イン／スキー・アウト型の宿泊滞在施設等）、初心者向け施設（スキー場、

スクール等）、スパ施設、郵便局、海外発行カード対応のキャッシング機械、スーパ

ー（現在は 1 店のみ）、交番、両替所（現在は豪州ドルのみ、米ドル取扱いが不可欠）、

ガソリンスタンド、清潔な公衆トイレ等の整備・充実が不可欠である。 
 

（３）不動産取引面での制度整備 
ニセコひらふ地域での外資・外国人の不動産取引の増加にともなって、以下のような

課題が出てきている。 
第一は、登録不動産業者が外国人を相手に不動産取引をする場合、例えば、国内に居

住していない外国人買主に対する「重要事項の説明」が「口頭」で行われていないなど

の事例があると言われ、こうした事態への対応ルールづくりなどが必要となっている。 
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第二は、コンドミニアムの第一次取得者である外国人が他の外国人に転売する事例が

出始めており、そのような転売増加による不動産取引上の問題も一部で懸念されている。

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とも言われ、こうした問

題への対応策が必要となっている。 
第三は、日本に居住していない外国人所有の不動産に対する固定資産税の徴収が確実

にできるか、という懸念である。現在、外国人の不動産所有者は、「納税管理人（日本

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、外国人からの徴収は現実的には

難しい。 
 
（４）倶知安町全体としての外国人観光客・外資受け入れ体制の整備 

世界水準の国際的観光地の形成を目指していくためには、ニセコひらふ地域のみなら

ず、倶知安町全体での外国人観光客・外資受け入れ体制の整備が不可欠である。 
第一は、あらゆるサービスでの国際化への対応である。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・メニュー等の英語表記も進んで

いないなど、全体として国際化への対応が遅れている。また、地元商店街・飲食店では

外国人お断りの店もまだあるなど、外国人へのアレルギーも根強い。その背景には、一

部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指摘されているが、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。 
第二は、外資による観光投資の経済波及効果を高めるための環境整備である。例えば、

地元の建設業者は、外資の発注するコンドミニアム建設工事にアレルギーがあり、大き

な商機であるにもかかわらず、受注意欲があまり無い。それは、初期の頃のオーストラ

リア側発注者と地元建設業者との間で発生した、商慣行の違い及び契約上のトラブルに

起因しており、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。 
第三は、国際的観光地まちづくりに対する倶知安町全体の一体感の醸成である。町内

では、地理的に離れていることを背景に、ひらふ地域は「山（やま）」、市街地は「町（ま

ち）」と呼ばれており、両者の住民の間では意識的な対立が一部で発生している。こう

した意識のズレの存在が、倶知安町全体での国際化の遅れ、経済波及効果の逸失、戦略

的なまちづくりの遅れなどをもたらす要因にもなっていることから、国際的観光地のま

ちづくりに当たっては、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。 
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3回 ： 2.6%

2回 ： 6.9%

0回（計画した
こともなし） ：
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ことはあり） ：
13.0%

1回 ： 25.0%

4回以上 ： 2.3%

２．沖縄県 
 
１）観光投資の現状 
 
（１）観光客の動向 

沖縄ブームを背景に、沖縄の観光客数は増加を続けており、2006 年度には過去 高の

563 万人を記録した。そのうち、沖縄を訪れる外国人観光客数は、1999 年の 22.3 万人

をピークに減少し、2003 年は SARS によって大幅に落ち込んだが、その後は回復基調

にある。国別では台湾、韓国、中国等アジア諸国が大半を占めている（参考図表 1 参照）。 
沖縄県の観光客数は、リピーター率の高さ（2006 年度で約 70％）、沖縄における新た

な旅行形態（リゾートウエディング等）の確立等を背景に、今後も順調に増加していく

と推測される。 
 

図表 沖縄県における入域観光客数・観光収入の推移 
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（出所）「平成 17 年度観光統計実態調査」（沖縄県） 

 
 
 

図表 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） 
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（２）観光投資の動向 
沖縄においては、近年外資・内資による以下のような観光関連投資が増大している。 
第一は、外資による主要ホテルの買収、新規建設の増大である（参考図表 2 参照）。

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（参考図表 3 参照）にある

ことから、イシン・ホテルズ・グループ、ローンスター・グループ等の外資が、沖縄の

ホテルを魅力的な投資対象と捉え、積極的にその買収を行う他、近年は新規宿泊施設の

建設も手がけるようになってきている。このような活発な投資の結果、2007 年度から 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。 

第二は、ホテル以外の分野における観光投資の拡大である（参考図表 4 参照）。外資、

国内資本によるゴルフ場の買収が進んでいるとともに、国内資本による長期滞在移住者

を対象としたマンション開発（本島）、県内 大規模となる大型リゾート開発（本島伊

武部ビーチ）、大型屋外劇場を配したリゾート宿泊施設の建設（本島）などの動きがみ

られる。 
 
（３）観光投資等の経済効果等 

沖縄県では、外資等による観光投資の増加にともない、次のような効果が現れている。 
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。 
第二は、事業譲渡による県内観光施設の競争力向上である。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図る事業者に売却・事業譲渡されている。

新たな事業者は、既存施設の増築・改修、運営ソフト面での魅力の向上、全国を対象と

した広報等を行うことにより、沖縄の観光施設の競争力向上に結びつけている。 
 
（４）観光地形成に向けた行政・住民の取り組み 

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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２）観光投資の課題 
 
（１）観光資源・コンテンツ・施設面での課題 

沖縄における観光資源・コンテンツ・施設面での課題として、以下の点が指摘できる。 
第一は、本島周辺離島及び東側地域のポテンシャル発掘と利用である。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。 
第二は、高級リゾートホテルの投資促進である。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。 
第三は、沖縄の文化資源を活用した観光コンテンツの開発である。沖縄において、今

後拡大が期待される高齢者市場でのシェア獲得、外国人観光客の誘致、観光客の滞在日

数増加による観光消費額の増加を実現していくためには、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不可欠である。 
第四は、国際的なリゾート・コンベンションの誘致促進である。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。 
 
（２）観光投資面での課題 

沖縄における観光投資面での課題として、以下の点が指摘できる。 
第一は、地域事業者との調和に配慮した県外からの投資促進である。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。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。 
第二は、地域事業者と外部資本との事業連携の促進である。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 
沖縄における観光誘客及び消費拡大面での課題として、以下の点が指摘できる。 
第一は、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である。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。したがって、「滞在日数」と「一人当たりの消費額」を増やすこと

が沖縄県の課題となっている。 
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第二は、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である。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。 
 
図表 観光客の平均滞在日数の推移      図表 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） 

 
（４）インフラ・サービス・人材面での課題 

沖縄の観光関連のインフラ、サービス、人材面での課題として、以下が指摘できる。 
第一は、滞在者の満足を高める生活サービスの提供である。本島の一部では、長期滞

在客や移住者が増えているが、生活面での物足りなさを理由に沖縄を離れる例も見られ

ることから、生活サービスの水準を本土と同程度にまで向上することが期待される。 
第二は、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である。 
第三は、若年層を中心とする観光人材育成・定着の促進である。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。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。 
 
（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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第Ⅲ章 世界における観光及び観光投資の動向と事例 
 
１．国際観光市場及び観光関連投資の動向と展望 
 
１）国際観光市場の動向と展望 

国際経済の拡大、航空機を始めとする国際交通手段の飛躍的な技術革新等により、20
世紀後半から国際観光市場は右肩上がりの成長を続けている。その中で、アジア・大洋

州の国際観光到着数は既に米州を追い抜き、欧州に次ぐ規模となっている。 
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、今後国際観光到着

数は更に増加し、世界観光機関（UNWTO）によれば、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。 
 

図表 国際観光到着数の地域別構成の推移 
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※ 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）世界観光機関（UNWTO）資料より作成 
 
 
２）世界の観光投資の動向と展望 

世界の旅行・ツーリズム資本投資額は、2003 年以降急増する傾向にある。2006 年で

約 8,000 億ドルに達しており、今後 10 年（2007～16 年）は、年率 4.6％程度で増加す

ると予測されている。 
エリア別では、2006 年現在で投資額の多い地域は、北米、EU、北東アジア（日本、

中国、韓国等）である。今後 10 年の予測では、北東アジア、南アジア（インド等）、南
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東アジア（ASEAN 等）の「アジア」が も成長率の高い地域になる。また、国別では、

2006 年現在で投資額の多い国は米国、中国、日本、スペイン、英国等である。今後 10
年の予測結果をみると、アジアでは中国・日本・韓国が投資の中心になる。 

 

 
 
３）アジアにおける最近の観光投資の動向 

アジアへの観光客数が欧米諸国を上回る勢いで伸びている中、アジア諸国は、観光産

業を重要な外貨獲得源と位置づけ、積極的な観光プロモーションを行うとともに、観光

投資促進にも力を入れている。例えば、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。 
 
 
２．世界における観光投資事例分析 
 

前述した国内事例（北海道ニセコ地域、沖縄県）との比較対象として、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）を対象に、主として文献調査により、事例

分析を行った。 
 

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）

図表　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）

（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

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）

図表　国別旅行・ツーリズム資本投資額
　　　　（2016年予測）

（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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１）カナダ・ウィスラー 
 
（１）観光投資の実態 

①観光客等の動向 
ウィスラーはカナダのブリティッシュコロンビア州に位置する広大なスノーリゾ

ート地域である。ウィスラーの定住人口は、2006 年現在で約 9,200 人であり、近年増

加基調にある。一方、世界各国のセカンドホーム所有者は約 9,100 人程度、冬季の定

住及び交流人口は、一日当たり平均 31,000 人、ピークの年末年始には 大 45,000 人

になっている。 
②観光投資の動向 

ウィスラーにおける外資による観光投資は以下のとおりである。 
第一は、ホテル投資である。ウィスラー・ビレッジには 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 割にはヒルトン、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。 
第二は、不動産投資である。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（参

考図表 5 参照）。また、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、世界からの投資対象地域として

の魅力と吸引力を向上させていることがわかる。 
③観光地形成に向けた施策・取組み 

ウィスラー（自治体）は、リゾート地としての将来的なまちづくりの方向を示す基

本計画として「Official Community Plan（OCP）」を策定している。また、計画の実

現を担保するための手段として、地域づくりに関わる法律である「Local Government 
Act」、及び法的拘束力を持つ開発・建築のガイドラインである「Zoning Laws」が整

備されている。 
一方で、ウィスラー（自治体）は、事業者に対してビジネスライセンスの取得を義

務づけている。また、過度な開発を抑制し地域を適切な開発規模に維持するため、地

域全体における宿泊施設ベッド数に上限を設けている（現在の上限は、52,600）。 
 

（２）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の第一は、長期的な都市計画や開発・建築制ガイドライ

ン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。第二の要因は、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

様性を持つことがあげられる。 
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２）インドネシア・バリ島 
 
（１）観光投資の実態 

①観光来訪客の動向 
バリ島は、インドネシアの州の一つであり、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）である。同島は、テロ事件による観光客数の激

変を経験しているものの、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を惹き付けている。国籍をみると、日本、

台湾、オーストラリアが上位国であり、 近では、台湾や韓国の伸びが大きい（参考

図表 6 参照）。バリ島はアジアに支えられた観光リゾート地であることがわかる。 
②観光投資の動向 

バリ島への一般的な投資は、1995 年頃まではインドネシア国内資本による投資が中

心であったが、現在は外資がリードしている。投資上位国をみると、シンガポール、

イギリス、韓国、オーストラリア、日本と多様化している（参考図表 7 参照）。セク

ター別にみると、「商業」、「ホテル&レストラン関連」の割合が非常に大きく、観光投

資は大きな領域であることがわかる。 
③主要観光産業の動向 

バリ島の観光産業の中心はホテル業であり（2006 年現在で約 41,500 室）、高級リ

ゾートホテルからエコノミーホテルまで多様な観光客のニーズに応えられること、所

有と経営がほぼ分離していること（所有者はインドネシア資本、運営は外国のホテル

マネジメント会社への委託等）等が特徴である。 
観光を支えるもう一つの産業は、MICE 産業である。バリ島はインドネシア国内で

も有数の国際会議等の開催地である（参考図表 8 参照）。同島のコンベンション施設

（バリ国際コンベンションセンター)及びコンベンションに対応できるホテルは、特定

地区（ヌサドゥア）に集中しており、相乗効果を高めている。 
④観光地形成に向けた施策・取組み 

バリ州政府は、1971 年に観光開発計画（マスタープラン）を策定し、ヌサドゥアを

モデル地区として選定した。その後、観光開発公社を設立し、国内外の投資家や事業

者への土地リース方式によって、ヌサドゥアを高級観光リゾート地として政策的に開

発した。また、州政府は、15 の観光地域、6 つの観光誘致目的特別地区を定め観光投

資を誘導し、それ以外での観光開発を禁止する方針をとった。さらに、州政府は、ホ

テル客室数の供給過多への対処として、2005 年より、一部地域においてホテル建設お

よび客室数の増床を一時的に禁止（モラトリアム）する措置を講じている。 
一方、バリ島において、観光関連施設の建設・運営を行うためは、「観光リゾート開

発に関するライセンス」、「土地利用許可」、「建築許可」、「観光施設経営許可」等を取

得する必要がある。そのためには、州政府等が定める建築関連等の各種規定（15m 以

上の高さの建物の建設禁止等）に従っていることが必要である。 
 

（２）観光投資の成功要因と課題 
バリ島は長期的な戦略のもとに、外国からの観光投資を積極的に呼び込み、観光開発

を成功させてきた。その要因は、①外国人観光客に焦点を当てた観光開発戦略の策定と

実行による高級リゾート空間の形成、②幅広い客層の多様なニーズに対応できる観光シ
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ステムの島全体による提供、③高級ホテル等における内国資本（所有）と外国資本（運

営）の効果的な連携、④環境だけでなく経済性にも配慮した客室供給量の規制、⑤固有

の宗教的文化を始めとする伝統文化の保護と観光資源としての活用等である。 
一方で、 近では、①ホテル客室数の厳しい規制にもかかわらず、バリ島における客

室数の供給過剰が解消できないこと、②台湾等からのアジアからの観光客の増加に伴う

滞在日数の減少と観光消費の落ち込み、③高級ホテルのワンストップ化（食事から店頭

舞踊鑑賞まで）による地域への経済波及効果の減少、④海外からの直行便の増便に伴う

空港施設整備や増加するタクシー等の自動車交通に対応した道路整備等の必要性、など

が課題となっている。 
 
 
３）シンガポール 
 
（１）総合リゾート開発の現状 

①開発コンセプト、規模、施設構成 
シンガポールでは、2005 年 4 月、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。総合リゾート開発は以

下の 2 つから構成されている。 
(a)マリーナ・ベイ総合リゾート開発 （事業名:マリーナ･サンズ） 

開発コンセプトは、MICE によるシンガポール訪問客または関連イベントの誘

致促進。開発面積は 20.6 ヘクタール。主な施設は、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、カジノ等 
(b)セントーサ総合リゾート開発 （事業名:リゾーツワールド＠セントーサ） 

開発コンセプトは、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

向けマルチリゾート開発。開発面積は 49 ヘクタール。主な施設は、ユニバーサ

ルスタジオ、水族館、テーマパーク、宿泊施設、会議施設等 
②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・ベイ開発が 50.4 億 S ドル（4,032 億円）、セント

ーサ開発が 52 億 S ドル（4,160 億円）である（参考図表 9 参照）。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、100%民間資本による

開発を想定し、実現のために収益率の高い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」をつくることを企図

した。 
③投資･開発の影響効果 

シンガポール観光局（STB）は、総合リゾート開発による、2015 年時点における観

光収益と観光経済波及効果を合わせた経済効果は、134 億 S ドル／年（GDP への貢

献約 1.6％）、雇用創出効果 6 万人／年と予想している。また、STB は 2 つの総合リ

ゾートのオープンにより、2010 年にはシンガポールへの外国人来訪者は 1,350 万～

1,400 万人程度になるとの見通しを示している。 
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（２）総合リゾート開発の成功要因と課題 
総合リゾート開発の成否について現時点では判断はできないが、少なくともこれまで

の経過を見ると、政府の強力なリーダーシップが事業推進の大きな要因となってきた。

政府は、2015 年までに観光収入 300 億 S ドル、外国人観光客 1,700 万人、観光関連産

業による 10 万人の雇用創出という目標を掲げ、その達成方策として、総合リゾート開

発、またそれ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、か

つ、民間活力を 大限に活用する方策を取ってきている。 
一方、今後、この総合リゾート開発計画が成功するかどうかは、①他国（例えば、カ

ジノにおけるマカオ、MICE におけるアジア主要国）との競争激化にいかに対応してい

くか、②人材需要が急激に増大することに対応して、質の高い観光サービス人材の確保

と育成、さらには、一般国民も含めたサービスレベルの向上をいかに図るか、などに大

きく依存している。 

 

第Ⅳ章 一流の国際観光拠点形成投資のための条件 
 

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、国内において「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投資条件をまとめると、以下

のとおりである。 
 
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・環境条件であり、歴史的遺産、芸術文化、リゾート居住、家族向けアクテ

ィビティ、保養・リラクゼーション、ビーチ、美しい自然、アウトドア・アクティビテ

ィ環境、安全性、ナイトライフ、ショッピング等があげられる。 
 
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、拠点形成の方向を内外に明確に示す以下の

ような開発戦略と計画・ルールが必要である。 
①世界をターゲットにした観光開発戦略の立案 

世界から多くの旅行者を惹きつける「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。特にアジアでは「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、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ターゲットとし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、世界が共通の理解とイメージを抱ける意図的に創り

だされた「観光拠点像」のことである。こうした、観光地全体のブランド構築戦略

は、日本では も遅れている分野の一つである。 
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
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とにより、大きな経済効果をもたらすことができることである。世界からの「人の

流れ」と「投資（カネ）の流れ」の相乗効果を発揮させることを可能とするような

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 

一流の国際観光拠点の形成のためには、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が不可欠である。例えば、ウィスラーは独自の「コミュ

ニティ計画」及び「開発・建築ガイドライン」を持ち、質の高いリゾート地形成の

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を目

的とした観光開発計画の策定、世界水準のリゾート空間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 
国際観光拠点としての目指すべき「ブランド（観光拠点像）」は構築するだけでなく、

世界に浸透させることが必要である。 
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」（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））を展開することが重要である。 
②ブランド・マネジメントの確立 

国際観光拠点のブランド価値維持のためには、その管理体制の構築、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。 
 
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、国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。 
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をつくることが重要で

ある。例えば、シンガポール政府は、民間投資による総合リゾート開発を成功させ

るための収益源（手段）としてカジノを位置づけている。また、バリ島では、国内

外から投資を誘導するために、国策会社が質の高いリゾート空間の供給、及び価値

維持のためのコスト負担を行っている。 
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、ホテル等の客室数の需給バランスの崩れによる稼動率

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、

バリ島やウィスラーでは、自治体がホテル建設の一時的禁止、客室数やベッド数等

の供給量の上限設定等の措置を講じることによって、供給過多による客室稼働率や

サービス水準の低下を防ごうとしている。 
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、
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重要な戦略となる。例えば、バリ島では国際 MICE ゾーンが形成され、リゾート＆

コンベンションによる高い経済価値を生み出している。シンガポールの総合リゾー

ト開発においても 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、世界の一流ホ

テルチェーンを中心に「バケーションオーナーシップ」等の商品が提供されており、

観光拠点に立地するホテルをそのネットワークに組み込むことによって、海外から

のリゾート客の集客に結びつけることが可能となる。 
⑤文化価値の経済価値への転換 

バリ島では、伝統芸能は観光客には開放されていなかったが、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。 
 
５）観光事業スキーム条件 

国際観光拠点の形成に向けては、次のような開発事業スキームの導入が望ましい。 
①多様な不動産開発スキームの活用 

国際観光拠点の形成には、有利な条件での資金調達と専門的な事業ノウハウが必

要となるため、それらを一体的に行える高度な不動産開発スキームの導入が重要な

条件となる。例えば、不特定多数の一般投資家から資金を募るスキームや、資金調

達と事業遂行を一体化したスキームを観光開発に導入することが望ましい。 
②「所有」と「経営」の分離スキームの導入 

国際観光拠点には様々な観光関連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 

一流の国際観光拠点の形成には、地域全体の「アセットマネジメント」の展開、及び

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も

必須である。 
①地域アセットマネジメントの導入 

ホテル等の単体施設のアセットマネジメントを、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。当該拠点が国際ブランドの形

成を目指す場合には、構成する施設（ホテル・コンドミニアム、ゴルフ場等）の運

営を世界の専門オペレータ会社に委ねるとともに、地区全体の管理（安全、環境等）

も一つの事業主体に委ねることが効果的である。例えば、バリ島のヌサドゥア地区

の高級リゾート開発がその成功例である。 
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
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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 

国際観光拠点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。その際には、

外資による事業進出を活用し、国際的経営ノウハウの移転による日本人の高度な専

門人材の育成を図ることも一つの方策である。 
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＜参考図表：沖縄県関連＞ 
参考図表 1 平成 17 年入域外国客の国籍割合 

　そ　の　他
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　韓　　　国
5.4%

　イ ギ リス
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1.2%

　中　　　国
1.9%

　イ　ン　ド
0.4%

　フィリピン
2.6%

　ア メ リカ
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　台　　　湾
73.4%

 
（出所）法務省「出入国管理統計年報」より作成 

 
 

参考図表 2 沖縄県における最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作成 
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参考図表 3 ADR 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%  

※ 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 
※ 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）より作成 

 
参考図表 4 沖縄県における最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作成 
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＜参考図表：世界の観光動向関連（カナダ・ウィスラー）＞ 
 

参考図表 5 
国別不動産所有者の割合   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 HP 

 
＜参考図表：世界の観光動向関連（インドネシア・バリ島）＞ 

 
参考図表 6 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 

 
参考図表 7  バリ島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 - -

141 127,014,236 136 158,771,277 43 18,800,000

2007

国名

計

2005 2006

 
（出所）投資調整庁バリ支局（BKPMD）提供資料 

（％） （％） 



 
 
 

 23

参考図表 8 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 

 
 
＜参考図表：世界の観光動向関連（シンガポール）＞ 

 
参考図表 9 シンガポール総合リゾート開発の経済効果 

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）資料 
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