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１．研究の背景と目的
近年、アジアや中東、南米をはじめとする新興市場国の経営体を取り巻く環境の中では、
多国籍企業の進出に付随して、商用旅行者に対するサービス業の進出が顕著にみられる。そ
の中でもホテル企業は、商用客や観光客の宿泊機能を提供し、彼らの滞在活動拠点としての
機能と役割を有している。日本のホテル企業が収益性と成長性を確保し、新たな市場開拓に
よって顧客満足を創造するには、経営のグローバル化が今後の課題となろう。
高度経済成長期、バブル経済と共に発展してきた日本のホテル企業は、所有と経営、運営
の一切を自社で賄う「直営方式」による運営手法を展開し、当時の土地・固定資産神話を背
景とした含み益に依存していた。事実、日本のホテル企業は、鉄道業や航空業をはじめ、商
用旅行に関連する異業種の参入が散見される。
他方、バブル経済による法人需要や婚礼需要を背景として、宴会場の増築を行い、本来の
中核事業である宿泊部門より、料飲部門による収入に依存していた運営手法も日本の特性と
いえる。このように日本のホテル企業は、諸外国と比較しても様々な特異性が存在する。
しかしながら、近年はバブルの崩壊を発端とする法人需要の低迷、外資系高級ホテルや宿
泊特化型ホテルの進出によって、国内市場の経営環境は厳しい状況に置かれている。
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このようなグローバルな競争環境に対応していくための一手段として、規模の経済や範囲
の経済を獲得しながら、海外進出を視野に入れたチェーン化を図っていくことが要請される
が日本のホテル企業は、これまで経営のグローバル化には消極的であったといってよい。
そこで本研究は、日本のホテルマネジメントの発展過程を振り返りながら、これまでグロ
ーバル化に到達できなかった要因を明らかにすると同時に、今後のグローバル化への可能性
を国際経営学の視点から明らかにすることを目的とする。
なお、本研究で取り上げるホテル企業は、グローバル化への可能性が期待されるシティホ
テルを対象にして議論を進めていくことにする。
２．日本のホテル企業における海外進出の発展過程
日本のホテル企業が海外進出を本格的に指向するのは、1964年の東京オリンピックを契機
としたホテル建設ブームである。それ以前においても海外進出する動きは散見されるが、第
二次世界大戦前の時代であり、戦時中における軍事的な介入が少なからずあったため、今日
の議論の対象となるグローバル企業としての海外進出の黎明期は、ホテル建設ブームと位置
づけてよい。
飯嶋（2001）は、国際化の段階を黎明期（1970年前半から80年代後半まで）、発展期
（1980年代後半以降）に分類し、海外進出の過程、特徴とその促進要因について説明してい
る（表−１）
。
表−１

ホテル業の海外進出の過程、特徴とその促進要因

国際化の段階
期間

黎明期

発展期

1970年前半から80年代後半まで

1980年代後半以降

海外進出の促進要因

海外進出の特徴

日本人海外旅行者の増大
米国、アジア中心の旅行

旅行先の拡散化

企業成長の初期段階での海外進出

ホテル立地の広域化、遠隔地化

日本近郊への海外進出
所有と運営のみを行う海外進出
国内成長と歩調を合わせた海外進出
運営ホテルに対する所有権の存在

［出典］ 飯嶋好彦（2001）『サービスマネジメント研究─わが国のホテル業をめぐって─』文眞堂

p.274

グローバル化への動機は、一般的にはプッシュ要因（国内要因）とプル要因（進出先要
因）のいずれかに分類できる 。
1

表−１によると、前述したとおり黎明期、発展期と共に日本人海外旅行者の増大を契機と
したプル要因によって、海外進出している。1964年の海外旅行の自由化に伴って、海外旅行
ブームが到来し、黎明期では特に韓国、中国をはじめとするアジア地域やハワイやグアムを
中心とした米国のリゾートへの旅行が顕著であり、ホテル企業はそれに追随する形で海外進
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出した。実際に日本人の海外旅行者は、法務省の「出入国管理統計」によると、1964年の12
万8,000人から72年には139万2,000人と約11倍の増加を示している。また、観光白書（1977）
によると、1975年時点における日本人の海外旅行先は、アジア地域が最も多く全体の52.2%
であり、次いで北米地域が33.0%であった。この北米地域のうち、約97%が米国であり、そ
のうち約47%がハワイ、約22%がグアムへの旅行者となっている。
また、国内市場においては東京オリンピックや大阪万博などによってホテル建設ブームが
起こっていたことから、ホテル企業は国内市場の活性化を図ると同時に、海外進出を展開し
てきたといえる。
具体的には、厚生省（現在は「厚生労働省」）の「環境衛生関係営業施設調査（各年度
版）
」によると、黎明期に相当する1960年から1975年までの間に国内のホテル数は、147軒か
ら1,149軒へと7.8倍、客室数も１万1,272室から10万9,998室へと9.8倍に増加した。
そして1980年代になると、黎明期には１軒も日系ホテルが存在していなかったオセアニア
地区にまで海外進出する。この理由も同様に海外旅行者の拡散化に起因している。
一方で、ホテル企業の運営形態は黎明期、発展期を通じて、ホテルの所有会社を親会社が
土地、建物を取得したうえで、現地資本と合弁で設立し、オペレーションをホテル企業が受
託する事実上の「直営方式」が代表的なものであった。
次に具体的な事例として、ホテルオークラ、日本航空開発（現在は「JALホテルズ」に社
名変更）の２社を取り上げながら、当時の海外進出の運営形態を中心に述べていくことにす
る。
２社を研究対象とした理由は、発展期における海外進出を成し遂げたシティホテルの代表
格であり、今日においても事業規模を拡大していることや、近い将来に自ら海外進出、また
は、現在海外進出しているホテル企業との業務提携を経営戦略として掲げ、歴史的な展開を
踏まえながら、今日の海外進出を考察する本研究の趣旨に合致するからである 。
2

（１）ホテルオークラ
株式会社ホテルオークラは、大倉喜八郎の長男で大倉財閥の二代目にあたる大倉喜七郎に
表−２

ホテルオークラの海外進出先（2008年８月現在）

開業年度

海外進出先

ホテル名

1971年

オランダ

ホテルオークラアムステルダム

1979年

韓国

ソウル新羅ホテル

1984年

ハワイ

ハレクラニ

1984年

ハワイ

ワイキキパークホテル

1990年

中国

オークラガーデンホテル上海

1990年

韓国

済洲新羅ホテル

注）
注）

筆者作成
注）
「ハレクラニ」と「ワイキキパークホテル」はホテルオークラチェーンに加盟した年を示す。
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よって1962年に設立される。現在では帝国ホテル、ホテルニューオータニと並んで「日本の
ホテル企業の御三家」として一般的に認知されている。
同社は設立からわずか４年後の1966年に、インドネシア政府の要請によって「サムドラビ
ーチホテル」及び「アムバルクモパレスホテル」との運営受託契約を締結している。
1971年９月には、海外チェーンの１号店として「ホテルオークラアムステルダム」が開業
している。運営形態は、オランダのKLM航空をはじめとする現地企業との合弁で「アムス
テルダム・ホテル・エンタープライズ」を設立し、同社はこの合弁企業からホテル運営を受
託し、今日においても事業が継続されている。
翌年には、ホテルオークラと伊藤忠商事、そして現地の富豪らによる合弁によって「グア
ムリゾートインコーポレーテッド」を設立し、「グアムホテルオークラ」を開業させている。
同社はアムステルダムと同様に、この合弁企業からホテル運営を受託していたが、2008年３
月末日をもってこの締結から離脱している。
その後も日本人の旅行先であるハワイやアジア諸国を中心に海外進出している。また運営
形態においては、ホテルの所有会社を現地資本と合弁で設立させた企業が所有権を確保し、
現地のスタッフはその所有会社から、運営委託された業務を行うことになる。
しかしながら、バブル経済が崩壊した1990年代以降は、海外進出は行われていない。現在
のところ同社が運営受託を締結しているホテル企業は６社である。
（２）日本航空開発
株式会社日本航空開発は、1970年に資本金30億円でホテル企業の建設と運営を主な事業目
的として設立され、1972年にはジャカルタで「プレジデントホテル（現在は「ホテル・ニッ
コー・ジャカルタ」に社名変更）
」
、1974年にはグアムで「グアムリーフホテル」、香港で「ホ
テルプラザ」を企業買収している。
1980年代は北米やアジア・太平洋地域を中心に展開している。1985年にはニューヨーク市
内で北米初のホテル企業の買収を行ったことを機に、日本の建設会社や商社と共に企業の資
産としてホテル事業に投資し、同社が運営を委託するという形で海外進出を本格化させてい
った。この理由は、日本企業が急激な円高に伴って国際競争力の低下を阻止するために、途
上国で生産拠点を拡大したことや米国との貿易摩擦の解消による現地法人設立により、日本
人商用客が増加したことが挙げられる。
一方で1990年代には、アジア・太平洋地域に特化して海外進出している。その要因として、
日本のバブル崩壊の経験から海外の運営受託方式へと転換したことを挙げられる。運営受託
契約を締結する場合は、オーナーや投資家との関係が重要になってくるので、企業文化が大
きく異なる欧米よりも近隣のアジアの方が、交渉が容易に行われると考えたからである。ま
た、昨今の中国や東南アジアをはじめとする新興市場国においてのビジネス需要も見込まれ
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ることもひとつの理由として挙げられる。
（３）ホテル企業の海外進出の特徴
以上の２社の事例から考察しても日本のホテル企業の海外進出は、日本の海外旅行者の増
加や商用旅行者に伴うプル要因により展開している。それは同時に、国内市場においても高
度経済成長期やバブル経済と合わせて企業の拡大成長を期待したことが推察できる。
ホテル企業における海外進出の初期段階の特徴として、一般的にはホテルの所有会社を現
地資本と合弁で設立させた所有会社か、もしくは異業種である親会社の意思決定に従いなが
ら、日々の運営業務を行っていた。さらに、所有会社と運営会社は資本提携を行っている場
合も少なからず散見される。これは事実上日本国内で展開されている「直営方式」に類似す
る形態であるといってよい（図−１）。
図−１

日本のホテル企業における海外進出の実態

所有

ホテルの所有会社
運営委託

マネジメント
オペレーション

資本参加

日本のホテル企業

［出典］ 飯嶋好彦（2001）『サービスマネメント研究−わが国のホテル業をめぐって−』文眞堂 p.271

しかしながら欧米のホテル企業は、海外進出の初期段階を経た後、さまざまな事業展開方
式によってグローバル市場へ参入する一方、日本のホテル企業は初期段階の特徴である「直
営方式」を踏襲し、90年代後半から2000年代前半にかけては、撤退する動きも散見された。
そのため、日本のホテル企業はホテルの所有会社の影響を受けやすく、現地の需要や競合
他社の進出等の外部要因による影響よりは、自社のネットワークの業績によって大きく経営
状態が左右する傾向にあったことが指摘できる。
しかしながら近い将来、上記の２社は再び海外進出を志向している。運営形態においても
従来のグループ会社や一部出資の合弁会社に関係のない企業が所有しているホテルにおいて
も運営受託を行う傾向にあるが、市場全体でこの動きが広がっているとはいえない。
では、日本のホテル企業がなぜ直営方式による海外進出を展開し続けてきたのであろうか、
その理由はDunning（1981）の折衷理論（OLIモデル）において考察することができよう。
折衷理論とは、これまで多国籍企業の生産活動（またはサービス活動）に関する説明とし
て、産業組織論、産業立地論、内部化理論など個別にアプローチされていた議論を統合した
理論である。Dunningはその特徴として所有特殊的優位性、立地特殊的優位性、内部化優位
の三つの優位性を挙げて説明している。
所有特殊的優位性とは、多国籍企業が生産活動を行っている国において、他の企業（現地
企業、海外企業）以上に保有している競争優位性のことである。
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海外進出したホテル企業の現地経営は、顧客の中心である日本人、または日系人が満足す
るサービス商品を提供する必要性から、日本人をターゲットとしたサービスシステムが展開
される。例えば、顧客と接するフロントサービスの従業員には日本語の話せる人材を積極的
に採用し、顧客間、さらには従業員間でコミュニケーションを円滑にする必要性があった。
また、日本からの出向者数を増やすことによって、本国親会社と海外子会社との繋がりを強
化することも日系ホテル企業の大きな特徴であった。
したがって、日本の海外旅行者の誘致を目的とした海外進出であるため、グローバルな視
点というよりは、海外での行動に不安な日本人旅行者の活動拠点として、日本国内で熟知さ
れているブランド力を活かし、日本人を囲い込めるところが競争優位性であった。
次に立地特殊的優位性は前述した競争優位性を持つホテル企業がその付加価値をどこで実
施するのかを選ぶことができる。例えば、需要の規模と成長、外国企業に対する受入国政府
の方針、受入国の一般的な政治的、社会的、経済的安定性などである。
日本のホテル企業の立地戦略は、日本人の海外旅行先に点在し、プル要因によって進出し
ていることから、日系企業にとっては大きな市場であった。しかしながら、あくまで自国民
の需要の拡大に伴うものであり、日本人の旅行先の広域化が進んでいる今日においては、運
営受託契約の解消や国内への撤退の動きが顕著にみられる。この理由として、ホテル企業内
に蓄積されるべき国際ホテルチェーンとしてのノウハウが欠如していることも一つの理由と
なる。
最後に内部化優位について述べる。内部化理論は企業内部に市場を創りだすことによって
自社の商品や技術、情報などの競争優位を囲い込む戦略である。例えば、子会社を設立して
グローバル事業を展開する場合が挙げられる。先の事例で述べたように、親会社と現地企業
が合弁会社を設立して事業を展開したり、親会社が出資して子会社を設立して事業を展開す
る日本人の日本人による日本人のための運営手法は、日本のホテル企業の特性であるといっ
てよい。実際に、日本航空開発も親会社の日本航空の海外路線に沿って進出している傾向が
みられる。
しかしながら、現在のところ一般的な国際ホテルチェーンは合弁会社や（親会社や自国企
業からの）運営受託方式のような形態での海外進出は少ない。その理由は、ホテル企業の重
要な競争優位性を賃貸借契約やフランチャイズ契約、マネジメント契約等に成文化してコン
トロールできるノウハウが蓄積されているからである。これについては次章で詳しく述べて
いくことにする。
日本のホテル企業の海外進出は、日本人・日系人を中心とする経営行動をし続けてきたと
ころに特徴がある。すなわち、海外においても日本人・日系人を中心に考えながら、市場を
セグメントすることによって、経営、サービス、競争企業を自国中心主義として規定してい
る。いわゆるHeenan and Perlmutter（1979）が提唱したEPRGプロファイルでいう「国内

― 102 ―

日本のホテル企業におけるグローバル化の可能性

志向型（ethnocentric）
」である 。
3

国内志向とは、重要な意思決定については親会社が中央集権的に行い、現地には所有会社
を現地資本と合弁で子会社を設立する。子会社には自由裁量権はなく、一方的に親会社から
指導を仰ぎながら、日々のオペレーションや施設管理を行っていくものであり、自民族を中
心とした経営行動であるといえる。
また国内志向型の特徴として、（１）親会社は複雑であるが、海外拠点では単純な組織構
造、
（２）権限と意思決定の本社集中、（３）海外拠点での本社基準の採用、（４）本社で厚
く、海外拠点では薄い報酬、
（５）親会社から海外拠点に向けた一方的な命令・助言・情報
の流れ、
（６）本国籍法人としての地理的特性、（７）主要地位は本国の人材という７つの側
面があると述べている。
３．ホテル企業におけるグローバル化への可能性
本章では、日本のホテル企業における海外進出の発展過程を踏まえながら、今後のグロー
バル戦略への可能性を明らかにするために、国際ホテルチェーンのグローバル戦略を検討し
ていくことにする。現在では多くのホテル企業が経営のグローバル化を志向しているにも関
わらず、日本のホテル企業の海外進出においては、決して積極的であるとはいえない。
しかしながら、国内市場においてもバブルの崩壊による法人需要の低迷や近年の外資系高
級ホテルや低価格の宿泊特化型ホテルの進出によって、経営環境は依然厳しい状況に置かれ
ている。このようなグローバルな競争環境に対応していくための一手段として、規模の経済
や範囲の経済を獲得しながら、海外進出を視野に入れたチェーン化を図っていくことは、今
後早急に検討していかなければならない大きな課題となろう。
では、今後日本のホテル企業が個々の課題を克服するための条件について、述べていくこ
とにする。まずは、ホテル企業におけるグローバル化の進展と経営形態の基本概念を考えて
いくことにする。図−２はホテル企業のグローバル化へのプロセスを示したものである。
縦列は、独立系ホテルとチェーンホテルの区分を示し、横列は現地市場とグローバル市場
図−２

独立系ホテル

チェーンホテル

ホテル企業のグローバリゼーションへのプロセス
ローカル

グローバル

独立系ローカルホテル

独立系グローバルホテル

国内チェーンホテル

1

2

3

4
多国籍ホテルチェーン

［出典］ Go, Frank M. and Ray Pine（1995）Globalization Strategy in the Hotel Industry, Rutledge: London and
New York.（安室監訳（2002）『ホテル産業のグローバル戦略』白桃書房 p.213 一部加筆・修正
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の区分を示している。独立系ホテルは所有と経営、運営を自社で賄っており、かつ国内市場
に存在するため第１象限に分類される。日本のホテル企業の大半は、これに該当する。一
方、多くのホテルチェーンは規模の経済を獲得し、グローバルレベルで行動することから、
第４象限に分類される。
したがって、一般的には第１象限から事業規模を拡大し、売上増加と費用削減による規模
の経済を追究するために国内でチェーン展開し、第３象限に移行する。その後はチェーン化
のノウハウを活かし、プル要因もしくはプッシュ要因による成長機会を求めて、グローバル
市場へと展開していくものである。その手段として、場合によっては業務提携、経営統合を
はじめとするM&Aが実施される場合もある。
一方で、第２象限の独立系グローバルホテルでは、経営のグローバル化に必要な外部との
ネットワークによる提携がなされにくいという側面がある。グローバル戦略に不適当である
とは必ずしもいえないが、グローバル規模で国際ホテルチェーンが戦略的提携を模索してい
る今日においては、この象限に該当するホテル企業は希少であるといってよい。
次にホテル企業のグローバル戦略の可能性を検討する際には、どのような条件を克服しな
ければならないか考察する。Yip and Coundouriotis（1991）によれば、それは市場、コスト、
政府の規制、および競争関係の４条件の組み合わせによると述べている（図−３）。
まずコスト要因については、グローバルな規模の経済性を確保することが必須条件となる。
ホテル企業は、製造業とは異なってサービス商品を提供することから、食材やアメニティを
はじめとした物財に関するコスト削減を図るだけでなく、予約システムの共有化や従業員の
人材教育を含めたサービスネットワークを構築することで、相対的な費用を低下させること
図−３

グローバリゼーションへの条件

コスト要因

産業の
グローバル化の
可能性

競争要因

＊グローバル化した競争相手
＊グローバル戦略を用いる競争相手

市場要因

＊グローバルな規模の経済性
＊好都合なロジスティクス
＊国別コストの違い

＊一般的な顧客のニーズ
＊グローバル・カスタマー
＊グローバル・チャネル
＊転換可能なマーケティング

政府要因

＊好都合な貿易政策
＊互換性のある技術水準
＊一般的な市場慣行

［ 出 典 ］ Yip and Coundouriotis（1991）Diagnosing Global Strategy Potential : The World Chocolate Industry
Planning Review January/February 1991 p.5
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が期待される。そのためには、立地戦略を十分に検討しなければならない。例えば、サービ
ス商品を生産するための供給業者が近くに存在することによって、ロジスティクスの競争優
位を確保することができる。またホテル企業は一般的に初期投資と人件費が資本に大きく影
響するため、将来の為替動向を視野に入れた国別コストも十分に検討していかなければなら
ない。
市場要因については、第一に大規模（グローバル）市場、あるいは今後需要が期待される
市場であるかを検討し、自国人のみならず、グローバル・カスタマーの獲得が基本的な条件
となる。経営のグローバル化は自社の競争優位を発揮するだけではなく、逆に競争優位を獲
得できる可能性もある。グローバル・カスタマーを獲得することは、新たなサービスのノウ
ハウを享受する機会をもたらし、現地の供給業者と積極的に交渉することは、現地の市場慣
行を学ぶ機会にもなる。経営のグローバル化は統合化のみならず、現地に適用させることが
重要である。
政府要因については、政府によって課せられた参入規制が企業に大きな障壁となる。ホテ
ル企業に対する規制は主に、
（ａ）外資系ホテルの参入、設立、所有への制限、（ｂ）国籍条
件、
（ｃ）外国の子会社の事業活動や競争機会に対する政策、（ｄ）外資参入の範囲に影響す
る経済的規制、
（ｅ）優遇措置と引き換えの進出条件の要求が挙げられる。
現在では先進国をはじめ、多くの国が規制緩和によって参入を容易にしているが、受入国
によっては、日本のホテル企業が採用していた所有直営方式を認めない場合もある。それは、
政府が現地のホテル企業の人材育成や保護のために、賃貸借契約やフランチャイズ契約を採
用する企業の参入を推進していることに起因する。
競争要因については、市場要因と大きく関係するが、市場の中で既にグローバル化した競
争相手と新規に参入してくる競争相手に対して、どのような経営戦略を策定するかが大きな
課題となる。
しかしながら、競争戦略とは相手に打ち勝つことに傾注するだけでなく、時には共存をし
ながら差別化を図っていくことが要請される。例えばホテル予約システムの代表格である
GDS（グローバル流通システム）に加盟することで、旅行会社等のサプライヤーは海外ホテ
ルの詳細な情報を迅速に取り出すことが容易となり、最終的には顧客満足とホテル企業の売
上向上にも繋がるのである。
最後に、ホテル企業が海外進出を達成した際の事業展開について述べる。日本のホテル企
業が海外進出に消極的な理由のひとつに事業展開のノウハウが欠如していることが挙げられ
る。以下の表は事業展開の主な手法についてまとめたものである（表−３）。
一般的な事業展開の手法は、直営方式、賃貸借契約、ＭＣ（Management Contract）方
式、FC（FranChise）方式、技術指導方式が挙げられる。
直営方式とは、前述のとおり複数のホテルを所有、または株式を所有して、経営権および
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表−３

ホテル企業の事業展開方式

直営方式

賃貸借契約

ＭＣ方式

ＦＣ方式

技術指導方式

不動産所有者

オーナー

オーナー

オーナー

オーナー

オーナー

建物所有者

オーナー

オーナー

オーナー

オーナー

オーナー

ホテル経営

オーナー

ホテル企業

オーナー

オーナー

オーナー

ホテル運営

オーナー

ホテル企業

ホテル企業

オーナー

オーナー

従業員所属

オーナー

ホテル企業

オーナー

オーナー

オーナー

ホテル経営によ ホテル経営によ ホテル経営によ
オーナーの収支

ホテル経営によ
る収入及び支出

家賃収入

る収入及び支 る収入及び支 る収入及び支
出、MC 契 約 料 出、FC 加 盟 料 出、技術指導料
支出

支出

支出
筆者作成

運営権を支配する手法で日本のホテル企業の一般的な手法であった 。
４

賃貸借契約とは、ホテル企業が土地と建物、あるいは土地か建物のいずれかをオーナーか
ら賃貸し、ホテル経営、運営を行う手法である。
例えばザ・リッツカールトンホテル東京は、「株式会社三井不動産」が100%出資した子会
社の「東京ミッドタウンマネジメント株式会社」がオーナーとなっている建物（東京ミッド
タウン）の一部をホテル側に賃貸借させ、ホテル企業側が経営権、運営権を保有している。
固定資産に対するリスクが減ると同時に、不動産の所有権が帰属しないこと以外は、ホテ
ルの経営権、運営、さらには従業員の所属が認められる。賃貸借させる商業施設のイメージ
にも大きく影響することから、比較的ブランド力のある高級ホテルが採用する傾向にある。
MC（Management Contract）方式は、第三者が所有するホテルの運営のみをホテル企業
が契約によって受託する手法である。
例えばパークハイアット東京は、
「株式会社東京ガス」が100％出資した子会社の「東京ガ
ス都市開発株式会社」がオーナーとなっている建物（新宿パークタワー）の一部をパークハ
イアットが運営している。ここで注意しておきたいことは、パークハイアット側はGMの派
遣に終始し、ホテル経営（経営に対する責任）や従業員の所属もオーナーが行っていること
である。ホテル従業員は「株式会社東京ガス」が100％出資した子会社「パークタワーホテ
ル株式会社」に所属している。すなわち、ホテル従業員はパークハイアットの社員ではな
く、東京ガスの子会社の社員になる。運営権の帰属と従業員の帰属が異なる複雑な方式であ
る。
一方で、業績がオーナーの期待に応えられなければ撤退を余儀なくされるリスクもあり、
対費用効果を確実に出さなければならない。この手法を採用している企業は、グランドハイ
アット東京やコンラッド東京、ウェスティン東京をはじめとする近年進出してきた外資系ホ
テルに多くみられるものであり、今後の動向が注目される。
FC（Franchise）方式は、企業本部（フランチャイザー）が加盟店（フランチャイジー）
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に対し、商号・商標の使用を許諾するとともにノウハウを供与し、あわせて一定地域内にお
ける独占的販売権を与え、その見返りに特約料を徴収するというものである。フランチャイ
ザーは土地や資金、人材の調達を必要としないため、急速なチェーン展開が可能である。
しかしながら、運営はホテル業務に精通してこなかったフランチャイジーが行うため、一
般的には高度なサービス機能を必要としないミドルクラスのホテル企業がこれを採用する傾
向にある。
技術指導方式とは、経営コンサルタントによりノウハウのみを指導する方法であり、オー
ナーは、彼らの指導に従いながら経営・運営を展開していくものである。ホテル事業へ新規
参入を目指している異業種やチェーン化を目指すホテル企業は、新たなノウハウを享受する
ことが容易となるが、あくまで指導の範囲であり、直接的な技術提供がないことや経営権・
運営権はあくまでオーナーの責任となることから、同方式を採用している企業は希少である。
以上、主要なホテル企業の事業展開方式について述べてきたが、いずれの手法についても
長所と短所が存在する。各企業は自社の経営戦略に従いながら、適切な事業展開を選択する
必要がある。またこれらの事業展開を組み合わせて、新たな成長戦略を模索している企業も
存在する 。
5

国際ホテルチェーンがこれらのノウハウを活用しながら、ホテル企業の経営理念に合致し
た事業展開を行っていくことが、海外進出への条件となる。当然ながら必要なノウハウも享
受しなければならないが、そのためには、場合によっては業務提携、経営統合をはじめとす
るM&Aを必要とすることもあろう。
近年の傾向としてホテル企業は、国際ホテルチェーンを中心に戦略的提携を強めている。
例えばスターウッド・ホテル＆リゾーツはウェスティン、シェラトン、セントレジス、ル・
メリディアンの株式を買収し、傘下に収めている。また、マリオット・インターナショナル
においてもマリオットアソシア、ルネッサンス、さらにはあくまで独自の運営権を与えてい
るが、ザ・リッツカールトンを傘下に収めている。
このような傾向の背景には、グローバル予約システムや会員制組織による顧客の囲い込み
をはじめとするグローバル・カスタマーの獲得戦略も大きく影響している。
４．まとめにかえて
本研究は、日本のホテルマネジメントの発展過程を振り返りながら、これまでグローバル
化に到達できなかった要因を明らかにすると同時に、国際経営学の視点から今後のグローバ
ル化への可能性について述べていくことを目的とするものであった。
日本のホテル企業は、国内市場においても高度経済成長期やバブル経済を背景とした日本
の海外旅行者の増大や商用旅行者に伴うプル要因によって展開している。また運営形態は、
ホテルの所有会社を現地資本と合弁で設立させた所有会社か、もしくは異業種である親会社
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の意思決定に従いながら、日本人をターゲットとしたサービスシステムが展開されていた。
そのため、ホテル企業は親会社の経営の影響を受けやすく、バブル経済が崩壊したことを
機に売却もしくは撤退する動きが散見されたのは、日系ホテルの海外進出の運営形態が他国
と比べて特異的であったことに起因する。同時にそれは日本のホテル企業の海外進出に対す
るノウハウの欠如によることも今後の克服するべき課題として指摘される。
ホテル企業は、商用客や観光客の宿泊機能を提供し、彼らの滞在活動拠点としての機能と
役割を有している。そのため、日本旅館のような「情緒的なサービス」よりも、「機能的な
サービス」の提供こそが、ホテルサービスの基本的な要件となる 。このことは日本人を含
6

めたグローバル・カスタマーにいえることである。事実、外資系ホテルが日本市場にて隆盛
している点やグローバルホテル企業が世界中でチェーン展開していることをみれば明らかで
ある。
日本のホテル企業においても日本人を対象とした事業に固執することなく、グローバル・
カスタマーを対象とした戦略的なグローバル経営が要請される。実践段階においては、先に
指摘したチェーン化のためのノウハウの不足が指摘されるが、他方、現実的に自社だけで経
営のグローバル化を達成できるだけのノウハウを保有することは容易ではない。
そのため、場合によっては海外の国際ホテルチェーンと業務提携、経営統合をはじめとす
るM&Aの可能性を検討することも視野に入れるべきである。競争戦略とは相手に打ち勝つ
ことに傾注するだけでなく、時には共存をしながら差別化を図っていくことである。
消極的なグローバル化の域を出なかった日本のホテル企業にとって、グローバル化は喫緊
の問題であり、今一度自社の経営戦略を再考することからはじめるべきである。
注
（１）経営のグローバル化に依拠する要因として、プッシュ要因とプル要因に分けて考察できる。
プッシュ要因とは、少子高齢化や市場の寡占化等で国内市場が飽和状態になったことが主な
動機となり、海外進出を展開することである。一方プル要因とは、外資規制の緩和や低いオ
ペレーションコスト等によって、新しい市場機会の創出が期待できる海外市場に影響されて
進出することである。
（２）実際にホテルオークラとJALホテルズは、一時見合わせていた海外進出を再び展開しようと
している。例えば、ホテルオークラでは、2009年９月に「ホテルオークラマカオ」を開業と
発表した（2007年12月プレスリリース）。同社は、ギャラクシー・エンタテイメント・グル
ープのコタイ地区における大規模複合リゾート開発「ギャラクシーメガリゾート」の第１期
工区に建設される３つのホテルのひとつとして、地下１階、地上26階、総客室数400室の規
模で建設され、同社が運営受託をする。近年では、2006年10月に最高級ホテル＆スパグルー
プである「バンヤンツリー・ホテルズ＆リゾーツ」を開業、2007年９月にアジアで最大級の
高級ホテルグループである「タージ・ホテルズ・リゾーツ＆パレス」とマーケティング契約
を締結した。さらには2009年夏、2010年夏には台湾で高級シティホテルやリゾートホテルを
運営受託し、同社のブランド向上と新規顧客の獲得を目指している。
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一方JALホテルズでは、2009年３月に「ホテル・ニッコー上海」（2007年11月プレスリリー
ス）
、2009年10月に「ホテル・ニッコー無錫」（2007年10月プレスリリース）、2010年３月に
「ホテル・ニッコー広州」
（2008年７月プレスリリース）を開業する予定である。ホテル・ニ
ッコー上海は、現地の大手不動産開発会社「上海裕昌房産有限公司」から運営受託し、ホテ
ル・ニッコー無錫は、JALホテルズの中国における合弁会社である「ニッコーホテルズ北京
BTG有限公司」と現地の大手不動産開発会社「無錫国際商務中心有限公司」から運営受託
し、ホテル・ニッコー広州は、JALホテルズの中国における合弁会社である「ニッコーホテ
ルズ北京BTG有限公司」と広州市内でケーブルなどの製品販売事業を営む沈勇氏並びに服飾
卸売事業を営む劉隣斌氏の共同経営（各50%出資）会社「広州瑞銀数碼港酒店有限公司」と
運営受託契約を締結している。
いずれにしても日本のホテル企業においても所有会社から運営受託を締結する動きがみられ
るようになり、今後の動向が注目される。
（３）Perlmutterは大多数の多国籍企業はおそらく国内志向型から現地志向型（あるいは地域志向
型）
、そして最終的には世界志向型へ発展していくであろうと述べている。これをEPRGプロ
ファイルと呼んでいる。４つの志向型は以下のとおりである。
国内志向型（Ethnocentric）
：世界中の海外子会社のトップマネジメントに本国人を派遣する。
その背景には、本国人のグループの方が、より優れた知識や能力を持ち、信頼に足りるとい
う考え方。
現地志向型（Polycentric）
：現地志向主義を採用している企業は、国の文化や社会的背景は
異なっていることを前提に、なるべく在外子会社は、現地人に任せようとする考え方。
地域志向型（Regiocentric）
：アジア本社や北アメリカ本社、南アメリカ本社のように地域ご
とに統括本社を設置し、地域ベースで管理者を採用し、配置する考え方。
世界志向型（Geocentric）
：真の意味でのグローバルな視野に立つ志向である。いかなる国籍
の管理者であっても有能であり、グローバルベースで自社の資源配分を最適化することがで
きるならば、経営トップのポジションに就くことができる。
（４）ホテル企業の事業展開に関しては所有権、経営権、運営権の分離が複雑である。日本のホテ
ル企業は所有と経営、運営が全て当該企業で行っている形態が主であるが、外資系ホテル企
業では一般的に所有権と経営権、運営権が分離している。さらには経営権、運営権をめぐっ
ても分離したり、損益の責任をめぐって複雑な契約が締結されている。一般的に経営権はＧ
Ｍを筆頭とするホテル企業側が経営に対する責任をとるものである。この場合、経営業績が
芳しくなかった場合はオーナーの収入に直接的な影響はない（企業業績に比例した賃貸借契
約を締結している場合を除く）。これに対して運営権はオーナーの資本によって運営し、最
終的な経営責任はオーナーがとる。この場合、経営業績が芳しくなかった場合はオーナーの
収入に直接的に影響するため、オーナーの期待に応えられなければ契約を解消されるか、他
のオーナーに売却される可能性がある。
（５）例えばヒルトン・ホテルズ・コーポレーションは「賃貸借契約」と「MC方式」を組み合わ
せる複雑な契約を締結し、これは「ヒルトン方式」として知られている。
（６）前田（1995）は、
「宿泊サービスには機能的サービスを基調とする「ホテル型」と情緒的サ
ービスを特徴とする「旅館型」までさまざまなタイプが含まれている。例えば対人接触場面
が比較的限られている「シティホテル」と客室係員の応対を特徴とする「旅館」とでは同じ
宿泊サービス業に含まれるにしても「サービス提供の条件が大きく異なることは明らかであ
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る」と述べている。業態による違いは以下の図で示している。
業態による違い（宿泊業の例）
情緒的サービス
機能的サービス
〈旅館型〉
〈リゾート型〉

〈ホテル型〉
〈シティ型〉
［出典］ 前田（1995）p.132
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日本のホテル企業におけるグローバル化の可能性

Toward Globalization of Japanese Hotel Industry
MURASE, Yoshiki
This paper aims to describe the condition of the globalization of Japanese hotel industry.
Japanese hotel industry diﬀers in many aspects as compared with overseas. They were
mainly holding the possession system.

With the possession system, the hotel owned by

parent company, or a parent company itself manages the joint venture hotel with local
company. The issues of the globalization for Japanese hotel industry are as follows.
（1）It lacks in the knowledge for globalization of hotel industry, for example, they need
to have enough knowledge of franchise business and a management contracts.
（2）For that purpose, cooperation with others and M&A are required. Therefore, it is
necessary for them to improve corporate strategies once again.
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