
Ⅰ．序説

日本のホテルビジネスは今、大きな変革の時

期を迎えようとしている。サービスを重視した

日本的の経営が行き詰まり、次々と参入する外

資系高級ホテルによって多くのホテルの存続が

危ぶまれている。確かに、莫大な資金を投入し

て建設される外資系ホテルの多くは、日系ホテ

ルと比ベハード面で勝っている。有名デザイナ

ーによる建築、広い部屋、最新の流行を取り入

れたレストランやスパは魅力的である。しかし

なぜ、サービス業の頂点であるホテル業界にお

いて、ソフト面を重視した日本的経営で勝ち残

れないのか。なぜ、今多くの日系ホテルが、こ

ぞってハード面を強化しているにも関わらず、

明るい兆しが見えてこないのか。それは、その

オペレーション（業務執行もしくは運営）や施

－1－

ホテル経営の近代化と資産価値

別　府　祐　弘

目　次

Ⅰ．序説

Ⅱ．ホテル経営

１．ホテル・ビジネス

２．日本のホテル・ビジネスの現状

３．ホテルの種類

４．ホテルの付加価値

５．ホテルの組織構造

６．ホテルに関わる利害関係者

７．ホテル経営

Ⅲ．ホテル投資

１．企業の価値

２．ホテルの価値

３．アセットビジネスとノン・アセットビジ

ネス

４．ホテルの所有、経営管理、オペレーショ

ン形態

（１）所有直営方式（所有＝経営管理＝オ

ペレーション）

（２）賃貸方式（所有、経営管理＝オペレ

ーション）

（３）マネジメント契約方式（所有≒経営

管理、オペレーション）

（４）フランチャイズ契約方式（所有≒経

営管理＝オペレーション）

５．ホテルの不動産証券化

Ⅳ．ホテルビジネスの現状

１．アメリカのホテルビジネス

２．スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾ

ーツ・ワールドワイド

（１）概要

（２）スターウッドのビジネス展開

（３）財務状況

３．日本のホテルビジネス

４．帝国ホテル

（１）概要

（２）各ホテルの状況

５．スターウッドと帝国ホテルから見る日本、

欧米のホテルビジネスの違い

Ⅴ．日本のホテル経営の持続的発展に向けて

参考文献とホームページ

注記１）日本のホテル経営：地方の変の資料

注記２）日本のホテル経営：東京の変の資料

第53号-01別府  05.4.26  10:59 AM  ページ1



設が原因ではない。ホテルの経営管理そのもの

に問題があるものと思われる。なかでも、その

財務管理にである。

現在、多くの業界において、より効率的で収

益性の高い経営管理を目指し、企業間の買収や

合併が盛んに行われている。しかしながら、日

本のホテル業界においては、まだまだ珍しい話

である。個人又は親会社から機能未分化の形の

所有者が経営者、マネージャーを兼ねていて、

ホテルを財産とみなし、いつか手放すという意

識がないためである。欧米では、多くのホテル

で所有と経営管理・オペレーションの機能を明

確に分離しており、それぞれが異なる立場から

１つのホテルに関わっている。われわれは、こ

のことこそがホテルの資産価値を高め、より開

かれた、そして、よりわれわれの求めるホテル

へと繋がると考えるのである。

本稿では、ホテル経営とは何か、ホテル投資

とは何か、ということを先ず説明し、その特殊

性を明らかにした上で、ホテルの資産価値とは

何か、そして、欧米と日本のホテルビジネスの

違いとその背景を示していく。最後に、なぜ所

有と経営管理・オペレーションの機能を明確に

分離することで資産価値を高められるのかを検

証し、日本のホテル・ビジネスの今後あるべき

姿を提案してみたい。

Ⅱ．ホテル経営

１．ホテル・ビジネス

ホテル・ビジネスは、サービスを提供するこ

とで利益を得るビジネス、つまりサービス業の

一種である。サービス業の特徴として、生産と

消費が同時に行われること、人と直接関わるた

め臨機応変性が求められることが挙げられる。

ホテルで提供されるサービスへの対価は他の産

業と比べると非常に高く、求められるサービス

の質も当然高い。その意味では、ホテルはサー

ビス業の頂点だと言うことができるだろう。

また、ホテル・旅館業特有の部門である宿泊

の他に、宴会や料飲といった部門がある。日本

のホテル・ビジネスにおいては、後者からの売

上が宿泊部門からの売上を超えていること、ホ

テルという枠にとらわれず様々なサービスが行

われるようになっていることなどから、サービ

ス業の中でもレストランや百貨店など様々なビ

ジネスとリンクする部分がある。そのため、ホ

テル・ビジネスはサービス業全体を包括するよ

うなビジネスだと言えよう。

さらに、ホテル・ビジネスの特徴として、世

界情勢や景気による影響を大きく受けることも

付け加えておこう。経済の発展と共にホテルビ

ジネスも発展してきたが、昨今の景気低迷やテ

ロ、SARSの影響で、世界的に大きな打撃を受け、
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図表１　全国のホテル数と客室数
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図表２　都内のホテル数と客室数

出所）厚生労働省　平成15年度　保健・衛生行政業務
報告結果より作成
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業界全体をあげてその回復に努力しているよう

である。

２．日本のホテル・ビジネスの現状

厚生労働省の保健・衛生行政業務報告結果に

よると、平成15年度末の日本のホテル数は８，

686軒、客室数は664,460室で、どちらも５年間連

続で増加している。東京都のホテルに限って見

てみると、その数は691軒、客室数は84,833室で

ある。都内では1999年から2001年にかけて、ホ

テル数の僅かな減少が見られたが、その間も客

室数は伸びており、今後相次ぐ外資系高級ホテ

ルの参入により、2010年までに約１万室増加す

ると予測される。

国民１人あたりの平均宿泊旅行回数、宿泊数

の推移は、図表３で示されている。ここで言う

宿泊旅行には、観光だけではなくビジネスや帰

省などの理由での宿泊も含む。図表によると、

宿泊旅行回数も宿泊数も、共に伸び悩んでいる。

近年の不況がその原因であろう。しかし、高齢

化の加速によって人々の可処分所得は増え、景

気の回復と共に旅行に出かける人は増えていく

だろう。また、女性の社会進出が、その気分転

換やストレス解消法としての気軽なホテルステ

イを生み出している。ハッピーマンデーの導入

も余暇の使い方の幅を広げている。時代の変化

に対応できるならば、ホテル・ビジネスとして

の未来は明るいと言えよう。

さらに、訪日外国人旅行者数は年々増加して

いる（図表４参照）。2003年１月、小泉首相が

2010年までにその数を倍増させることを目標と

した方針を示し、観光立国としての日本が動き

始めた。国土交通省によると2004年は614万3000

人と前年比17.9％増、2005年は同省の内部予測で

は700万人。これで2010年までに1000万人の外国

人を日本に誘致するという目標は達成できそう、

と見ている。都市・地域再生とその広報活動、

外国人旅行者のための環境整備、宿泊施設の外

国語による情報提供などを積極的に行っており、

外国人旅行者の増加と共にホテルの需要は今後

確実に高まっていくことだろう。

３．ホテルの種類

流通科学大学の作古貞義教授は、御著書『ホ

テル事業論』の中で、ホテルは以下の３つの基

準によって分類されると述べられている。

①営業形態による区分

トランジェット（短期滞在向）、レジデンシ

ャル（長期滞在向）、リゾート（保養、レジ

ャー）など

②立地条件による区分

シティホテル（都市）、サバーバン（郊外）、

ロードサイド、ターミナル、リゾート地など

③利用目的による区分

コンベンション（会議用）、観光、リクリエ

ーション、団体用、ハイウェイ、ビジネス、

迎賓館など
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実際のホテルは、①から③までの区分が重複し

ている。また、国際化の進展、情報技術革新、豊

かな大量消費社会の形成によって生じた顧客ニー

ズの多様化がホテルの多様化を進めており、その

区分はますます複雑なものとなってきている。

４．ホテルの付加価値

作古教授は、同じく『ホテル事業論』の中で、

ホテル事業の特性は、商品価値を形成する以下

の機能によって構成されると述べていられる。

最初に、物質的な付加価値による面である。

これは、建物や諸設備等の施設の使用・調整機

能や、提供される消耗品、飲食物等、物質的な

モノの機能として、泊まる、休む、食べるとい

う物理的な付加価値を提供している。

２つ目に、人間の行為による面である。接客、

調理、清掃などの行為を示しており、労働集約

産業としてのホテル・ビジネスでは、主要な付

加価値を構成するのはサービスである。

３つ目に、機能的な付加価値による面である。

これは、ITなどの各種情報機器を活用した顧客

の求める情報サービスの提供を指す。

また、情報処理技術の発展は、伝統的な経営

システムや経営意思決定の方法を大きく変容さ

せた。企業経営の諸過程における情報処理は、

情報ネットワークの発展により企業経営のやり

方自体を変革したともいえる。ホテル経営も例

外ではない。新しいビジネス・モデルの構築を

目指して、システム設計のできる高度の情報処

理技術を兼ね備えた人材の養成が今日ほど求め

られている時代はない。

最後に、感覚的な価値観による面である。精

神的満足は、上の３つの項目が期待値を上回る

形で提供されたときに完成する。それがホテル

の商品価値を形成し、そのグレードを決定づけ

る。精神的満足はとても抽象的なものだが、人

がホテルを通して求める究極的なものである。

５．ホテルの組織構造

一般的な企業の組織図においては、社長や会

長などの経営トップを一番上に、部長、課長、

一般社員、といった構図の三角形が出来上がる。

しかしながら、４で述べたように、顧客満足

の形成を最大の目的とするホテルビジネスにお

いては、全く逆の組織図が出来上がる。総支配

人はホテル業務の総指揮をとる立場だが、図表

６においては、ヒエラルキーの１番下に属して

いる。そして、顧客がその一番上に位置してい

る。なぜならば、お客様あっての従業員、マネ

ージャー、そして総支配人であるからである。

ホテルマンの使命は、あらゆる顧客の満足を生

み出し、「またこのホテルに戻りたい」と思わせ、

カスタマー・ロイヤルティー、つまり、顧客の

心を確実に掴むことである。
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（出所）作古貞義『ホテル事業論〔事業化計画・固定投
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（出所）Rutherford, D. G., Hotel Management and
Operations -Third Edition -(New York: Wiley,
2002) p.53
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顧客には２つのタイプがある。１つはホテルを

訪れる一般の客、そして、もう１つはホテルで働

く従業員である。ここでは、ホテルで働く仲間、

という意味で捉えるのがより正確である。中には

アルバイトで働く者もいるだろう。彼らのサービ

スが、顧客満足度に大きな影響を与える。ホテル

の最前線で顧客と直接触れ合って働いているから

である。そしてまた、彼らが自分の働くホテルを

どれだけ愛するかによって、一般の客がそのホテ

ルをどれだけ愛するかが変わってくる。

マネージャーの役割は、最前線で働く者をサ

ポートし、良い仕事をするための弊害を取り除

き、導くことである。そのためには、彼らに対

する誠実な心遣いを示し、問題を公正に素早く

解決すること、そして、威厳と思いやり、尊敬

をもった扱いをすることが重要である。マネー

ジャーの従業員への接し方は、従業員の顧客へ

の接し方へと繋がるのである。

総支配人は、自分と共に働く仲間たちのため

に働いている。顧客を増やし、維持するために、

総支配人はふさわしい人材の確保、トレーニン

グへの投資、自信に満ちた従業員の育成、その

自覚を促し、昇進を進めなければならない。

６．ホテルに関わる利害関係者

ここでは、ホテル・ビジネスの構想から建設

までの流れを見ながら、そこに関わる人々につ

いて説明していく。

ホテル・ビジネスを成功させるための基本的

な条件は、良い資本、マネジメント、商品化計

画、立地条件と市場が揃うことである。

ホテルの構想はディベロッパーが出す。土地

を持つ者やホテルを所有したい者が提案する場

合もある。彼らは予備調査をコンサルティング

会社や専門家に依頼し、以下の点について考察、

評価、提案することで、このプロジェクトの実

現可能性を見極める。

①用地の適切さ

周辺地域、面積、視界、交通量、アクセス

の容易さ、潜在的顧客、競合者に対する参

入障壁

②地域経済の現状

主要な企業や政府機関、ビジネストレンド、

ホテルの必要性、地域の観光旅行需要、訪

問者数、会議やミーティングの開催歴

③ホテル市場

すでにある、もしくは計画されているホテ

ルの有無、その過去の客室稼働率

④ホテルの市場区分の識別

どれほどの規模の施設を設け、サービスを

提供するか、そのターゲット設定

⑤適切なホテルデザイン

建築様式、雰囲気

⑥適切なホテルブランド

フランチャイズ､ライセンス契約､独立型など

⑦10年予測

年次別客室稼働率予測、平均客室宿泊料金

予測、キャッシュフローや配当金予測、プ

ロジェクトの現在価値※など

（NPV: 純現在価値、Et : 将来のt期におけるキャッ

シュフロー、k : 将来価値の現在基準への割引率）

予備調査が完了し、ビジネスが成功すると見

込まれた場合、図表７のようなチームを組んで、
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図表７　ホテル開発関係者

（出所）Rutherford, D. G., Hotel Management and
Operations -Third Edition -(New York: Wiley,
2002)  pp.14-19より作成
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プロジェクトを進める準備をする。ここで注目

すべきは土地建物の所有者である。ホテル・ビ

ジネスには多額の資本投下が必要とされる。ホ

テルは初期投資が大きく、資本回転率、つまり、

資本に対する売上の割合が低い。資金回収が長

期にわたるため、借入金依存度を低く、さらに、

長期かつ低金利の融資条件の確保が経営安定の

ために所有者には必要とされる。

また、投資総額の80％以上が建築施設となる

ため、ホテルへの投資＝建築投資と言うことも

できよう。建築効率の良い建物を建てることの

できる、十分な経験と実績を有する設計者、工

事請負人が望ましい。さらに、その施設をター

ゲットに合わせた雰囲気に彩るデザイナーが必

要である。経営者の意向も影響を与える。

オペレーションは、所有者、経営者が兼ねる

場合、ホテルオペレーション請負会社が行う場

合などがある。ブランドイメージなどを考慮し、

ホテルのターゲットに合わせて選ばれる場合も

ある。詳しくは「Ⅲ．ホテル投資」で説明する。

７．ホテル経営

上述のように、ホテル・ビジネスはサービス

業の頂点にあり、サービス業全体を包括してい

ると言える。そして、ホテル経営とは、ホテル

という建物を通してサービスを提供することに

よって利益を得るビジネスである。

ホテルの所有者、経営者、オペレーターを分け

て考えてみる。所有者は土地建物を所有し、オペ

レーターはホテルでサービスを提供している。経

営者は両者の間で、所有者とは賃貸借契約を、オ

ペレーターとはマネジメント契約を結び、ホテル

としての損益を管理している。ホテルの総売上の

中から様々な原価、営業費用を引き、所有者には

賃料、オペレーターには管理手数料を支払い、残

ったものが経営者の利益である。

所有者はホテルオペレーションのノウハウを

知っている必要はない。逆に、オペレーターは

土地や建物を所有する資金を持つ必要はない。

しかしながら、経営者は両者をつなぐ立場とし

て、ホテル・ビジネスを総合的に見なければな

らない。オペレーションがうまくいかなければ

売上は下がり、ある程度のキャッシュフローが

得られないのであれば賃料の支払いが滞り、誰

もそのホテルを所有しなくなる。逆に、投資す

る者がいなければ、そのホテルは陳腐化し、従

業員のモチベーションが下がり、オペレーショ

ンの質が悪化する。そういう意味で、ホテルを

経営すると云うことは非常に特殊性が高く、難

しさがある。

Ⅲ．ホテル投資

１．企業の価値

企業の価値とは、株主にとっての価値である。

株主は企業の所有者で、取締役は株主によって

選出された株主の代表者であるからである。そ

して、株主価値の増大は、将来のキャッシュフ

ローの現在価値の増大によって導かれる。株主

価値志向のアメリカは、時代遅れの戦略などに

は投資せず、そういったビジネスや資産を売却

することで成功してきた。素早いリストラクチ

ャリングが、株価の上昇やキャッシュフローの

増大へと繋がるのである。同時に、自社で伸ば

すことのできるビジネスの価値最大化も進めな

ければならない。

２．ホテルの価値

次に、ホテルの価値とは何か。ホテルは１つ

の企業であると同時に、資産である。よって、

経営されているホテルそのものとしての価値と、

不動産、資産としての価値の両方がホテルの価

値である。そのホテルが消費者にどれだけ注目

されているか、どれだけ人気があるかというこ

とは、キャッシュフローの獲得、そして利益へ

とつながる。同時に、資産としての価値の高さ

は、売却や譲渡の際に貢献する。そして、どち

らの側面も、株主の価値を生み出す。
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３．アセットビジネスとノン・アセットビジネス

資産を多く持ち、それを管理しながら、労働な

どのほかの資源と一緒にキャッシュフローを産み

出すビジネスをアセットビジネス、できる限り資

産を持たずにキャッシュフローを狙うビジネスを

ノン・アセットビジネスという。よって、ホテル

を所有するビジネスはアセットビジネス、賃借す

るビジネスはノン・アセットビジネスである。

不動産は従来、企業活動にとって必要な生産

要素として認識されてきた。その必要性と無関

係に価値が増え、不動産の蓄積が価値の蓄積で

あるかのように思われてきた。しかし、バブル

の崩壊と共に不動産の価格が急落し、陳腐化し

たことで、現在では不動産所有はリスクが大き

いと認識されている。

しかし、実際には不動産は経営資源としての

役割を果たす。不動産の価値を高め、売却すれ

ば、時には莫大な利益を得ることができる。証

券化した不動産に投資するという新たな選択肢

も生まれた。これについては「Ⅲ－５．ホテル

の不動産証券化」で説明する。

ホテルの場合は、建物の構造上特殊性が高く、

売却して他の業種へと転換するのは容易ではな

いが、ブランドやオペレーション請負会社を変

えて、新しいホテルとして再出発することはい

くらでも可能なはずである。ホテルを所有する

ことではなく、純粋に利益を得ることが目的の

投資家、投資会社の参入が盛んになれば、ホテ

ルは「精神的満足を生み出す」存在としても、

「利益を生み出す」存在としても、より価値を高

めていくことだろう。つまり、ホテルビジネス

はアセットビジネスとしても、ノン・アセット

ビジネスとしても利益に繋がるる、という認識

を広める必要があろう。

４．ホテルの所有､経営管理､オペレーション形態

建設されたホテルに関わる立場は所有、経営

管理、オペレーションの３つに分かれる。土地、

建物の所有者、ホテルでビジネスを行う経営者、

サービスの提供を行うオペレーターである。主

な４つの形態を以下で説明する。

（１）所有直営方式（所有＝経営管理＝オペレー

ション）

所有者が自らホテルを経営管理、オペレーシ

ョンする。後に述べる帝国ホテル東京がその代

表である。ホテルを持つことが富の象徴、ステ

イタスであった時代には、この方式で行う者が

多かった。他業種で利益を出す企業が、経営の

多角化戦略や、福利厚生として始めた場合が多

い。

多額の資金、立地条件の良い土地、経営管理

とオペレーションのノウハウ、良い人材を持つ

ことが必要とされる。ホテル・ビジネス全体に

精通することができるが、その成功はあくまで

上述の条件が揃う大企業の場合のみであろう。

（２）賃貸方式（所有､経営管理＝オペレーション）

所有者が遊休している土地、建物を貸し出し、

売上の一部を賃借料として受け取る。資金調達

能力を持たない所有者が取り入れることの多い

方式である。所有者の利益の変動は少ない。

2007年８月に日比谷にオープンするペニンシュ

ラ東京は、この方式を取り入れている。このホ

テルの建設は、三菱地所株式会社が手掛ける丸

の内再開発プロジェクトの一環で、長期リース

契約を結び、共同経営という形をとっている。

建物の建設は土地所有者である三菱地所が、ホ

テル内のインテリアやオペレーションはペニン

シュラが行うことになっている。

（３）マネジメント契約方式（所有≒経営管理、

オペレーション）

オペレーション委託方式とも呼ばれる。賃貸

方式と同様に、ホテル経営もしくはオペレーシ

ョンのノウハウを持たない所有者が、ノウハウ

を持つホテル企業に委託する契約である。賃貸

方式では、所有者が賃借料を受け取るが、マネ
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ジメント契約方式では、ホテル企業側が所有者

から管理手数料を受け取る。そして、所有者に

財務管理責任がある。パークハイアット東京は、

東京ガス都市開発株式会社が所有する新宿パー

クタワーに位置し、東京ガス都市開発が100％出

資する子会社であるパークタワーホテル株式会

社がその経営管理にあたり、オペレーションは

ハイアットに委託している。

（４）フランチャイズ契約方式（所有≒経営管

理＝オペレーション）

所有者、もしくは、所有者から土地建物を賃借

した企業体（フランチャイジー）が、ホテルの経

営管理もしくはオペレーションのノウハウを持つ

ホテル企業（フランチャイザー）からブランド使

用権及び経営管理ノウハウを提供され、その使用

料を支払う。賃貸方式、オペレーション委託方式

との違いは、素人であるフランチャイジー自らが

経営管理、オペレーションを行うことである。小

型で単機能なホテルに適している。フォーシーズ

ンズホテル椿山荘東京の場合は、藤田観光株式会

社がフォーシーズンズホテル＆リゾーツ社と提携

し、自らが持つワシントンホテルなどの展開で培

ったオペレーションノウハウと、フォーシーズン

ズのオペレーションノウハウを融合させたホテル

マネジメントを行っている。

かつては日本のホテル界のトップ３とされた

ものの、今では旧御三家と呼ばれている、ホテ

ルオークラ、帝国ホテル、ホテルニューオータ

ニは個人又は親会社から機能未分化の形の所有

直営方式である。それに対し、1990年代以降に

開業したホテルで、新御三家と呼ばれているフ

ォーシーズンズホテル椿山荘東京、パークハイ

アット東京、ウェスティン東京はマネジメント

契約方式やフランチャイズ契約方式を取り入れ

ている。

たとえ旧御三家と呼ばれても、前者のホテルを

愛する顧客は大勢いるだろう。どこも伝統があり、

外資系ホテルとはまた異なる良さが感じられる。

そして、自分の所有するホテルに愛着を持ち、そ

れを育てていくという意味での所有直営方式には

深く共感する。しかし、ホテル・ビジネスの特殊

性から、やはり経営管理、オペレーションはそ

れぞれのプロフェッショナルに委託することが望

ましいのではないかと思われる。所有、経営管理、

オペレーション全てのプロフェッショナルを構

える企業体はなかなか存在しないし、自らが全て

を行う場合は、強力な支援を与える（もしくは、

時に親会社である）大株主の価値ばかりが尊重さ

れ、それ以外の株主の価値が損なわれてしまう可

能性がある。さらに、所有と経営管理・オペレー

ションを分けることで、それぞれの責任の所在が

明確になり、より効率的な経営管理へと結びつく

ことが考えられる。

後者の場合、同じブランドのホテルが世界中

に存在し、強力なブランド力と長い経験によっ

て培われたホテルマネジメント能力を持ってい

る。その名前に安心感を持つ海外からの顧客を

容易に引き込むことができる。そしてまた、資

金を持つ者が投資し、オペレーターはオペレー

ションだけに集中するという形は、ホテル経営

の理想の姿であろう。フォーシーズンズホテル

椿山荘東京の場合は若干特殊な例ではあるが、

異なる企業が歩み寄り、協力してホテルマネジ

メントを行っており、客観的な立場からホテル

に関わる者の存在が大きな意味を持つと感じる。

５．ホテルの不動産証券化

証券化とは、債券や資産（あるいは資産＋経営）

から発生する将来のネットキャッシュフローを先

取りして、それを受け取る権利を現在時点で投資

家に証券として発行し、専門的な投資・運用・管

理のもとで得られる成果（ネットキャッシュフロ

ー）を、投資家に渡す仕組みである。

不動産の場合の将来のキャッシュフローは、

不動産を賃貸したときの賃料キャッシュフロー

である。投資家は不動産の所有ではなく、その
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有効利用により発生する収益性に関心があるた

め、それを小口化して、投資家に分配する仕組

みが証券化である。小口化されることで流動性

が高まり、投資家は不動産に直接投資するより

も売買し易すくなり、リスクも減る。

これまで、不動産の諸問題は国土交通省、証

券化金融商品を購入する投資家が関わる資本市

場は金融庁が関わってきたため、両者が合意し

ないと前に進むことができず、そのことが日本

における不動産証券化の遅れへと繋がった。

しかしながら、2000年11月に「資産の流動化

に関する法律」、別名改正SPC（Special Purpose

Company：特定目的会社）法と改正投資信託法

が施行されたことで、証券化の流れが少しずつ

加速してきている。特定目的会社とは、原資産

保有者から資産の譲渡を受け、株式や債券を発

行するような特別の目的のために設立される会

社のことである。資産の流動化に関する法律は、

特定目的会社が発行する資産対応証券を活用し

て資産の流動化を図る目的で1998年に施行され

た、「特定目的会社による特定資産の流動化に関

する法律」が改正されたものである。改正時に

は、その対象資産の拡大、SPC設立手続きの簡

素化、資産流動化計画に関する規制の簡素化・

合理化が進められた。

不動産証券化においては、外資系の企業によ

る特別目的会社の参入が目立つ。外資系企業の

豊富な資金がその理由である。さらに日系企業

の参入が盛んになれば、われわれにとっても身

近なものへと近づいていくことであろう。

Ⅳ．ホテルビジネスの現状

欧米ではホテル投資が盛んに行われているも

のの、日本ではまだあまり進んでいない。ホテ

ルビジネス、そして不動産への認識の違いがそ

の原因である。ここではアメリカと日本のホテ

ルビジネスを具体的な例を挙げながら比較し、

所有と経営管理・オペレーションの分離が最適

であるという前述の仮定を証明していきたい。

１．アメリカのホテルビジネス

アメリカでは植民地時代の宿屋が最初の宿泊

施設であった。20世紀初頭に近代のようなホテ

ルが誕生し、経済の発展と共にその数は拡大し

た。1920年代には“Hotel Management”という

業界紙が生まれ、ホテルの供給過剰を警告して

いたという。その後、個人資産として所有、経

営されることから始まったホテルビジネスが、

資金を持つ国内外のチェーンによって支配され

るようになっていった。ホテルチェーンは自分

たちの名前のついたホテルを建設し、所有した

が、業界のトレンドは外部の投資家に対してホ

テルを開発し、経営管理することであった。こ

の根本的な変化が、ホテル・ビジネスに関わる

個人や企業の数を劇的に増やした。50年代には

フランチャイズ方式が生まれ、70年代には

REITs（Real Estate Investment Trusts：不動

産投資信託）が始まった。３－40年も以前から

「資産は利用するものだ」という考え方が存在し

ていたわけである。後に、スターウッドなどの

有名なホテルREITsが生まれた。REITsについ

ての詳しい説明は「Ⅳ－３．日本のホテルビジ

ネス」に譲る。

また、新たな資金源として、1 9 9 4年に

REMICs（Real Estate Mortgage Investment

Conduits）が始まった。投資銀行が借り手に対

してローンを組み、十分なローンを蓄えたら、

流通市場で投資家にまとめて売るという仕組み

である。ローンはそれに見合うリターン率が提

示された様々なリスクによって、トランシェと

呼ばれる明確な分類に分かたれる。スタンダー

ド・アンド・プアーズやフィッチ・レーティン

グスのような会社が格付けを行っている。こう

いった格付け機関は、ホテル取引に対し伝統的

にとても慎重な姿勢を見せており、ホテルロー

ンには慎重な査定が要求される。こういった金

融手段の利点は、ローンがノンリコース、つま

り、借り手には担保となっている不動産の生み

出すキャッシュフロー以上の返済義務がないこ

－9－

第53号-01別府  05.4.26  10:59 AM  ページ9



とである。

ホテルや客室の数は、今後数年間も少しずつ

増え続けると予測される。融資者（必ずしも銀

行や保険会社ではなく、信販会社やウォールス

トリートの証券会社も含まれる）は非常に慎重

な貸付け基準に基づいたホテルローンを作り始

めている。この活動は、既存資産のリファイナ

ンスによって始まっており、ホテルの融資者は

結局のところ新規建設計画への融資に興味を持

つというのが一般である。

1998年後半のCMBS（商業用不動産ローン担

保証券）市場の崩壊に伴う、信用危機によって、

ホテル・ビジネスでは産業がどう動くかを予想

するのがますます困難になった。ホテル評価額

は最高値からいくらか下がり、融資の確保はよ

り困難になっている。またしても現金がより好

ましい購入手段として優勢になっている。2001

年９月のテロ攻撃の影響で、その経営、そして

資金調達はますます困難になったが、2003年以

降は景気回復と共に、ホテルの売買や融資が増

えている。2004年上半期の取引額は前年同期の

倍にまで増加し、ホテル所有者や公的機関より

も株式会社やプライベート・エクイティ・ファ

ンドが多く関わってきている。他の不動産投資

ビジネスでの目立ったリターンが得られず、ホ

テル業界の回復によるリターンを狙って多くの

企業が参入し始めている。

２．スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾー

ツ・ワールドワイド

ニューヨークに本社を置き、世界中でホテル

ビジネスを展開しているスターウッド・ホテル

ズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイド社（以

下スターウッド）を分析してみよう。データは

全て2003年12月末のものである。

（１）概要

スターウッドは世界の756軒のホテル及びバケ

ーション・オーナーシップ施設と関わっている。

140軒を所有（完全所有、過半数所有、賃貸借を

含む）、286軒を経営管理、312軒をフランチャイ

ズ、18軒をバケーション・オーナーシップとし

て所有している。その過半数は北米だが、ヨー

ロッパやアフリカ、中南米など世界中にあり、

日本には11軒ある。スターウッドが関わる756軒

のホテルの総客室数は約233,000室で、日本に存

在するホテルの総客室数の３分の１以上に値す

ることを考慮すると、その規模の大きさが伺え

る。ホテルの経営だけではなく、売買も積極的

に行っている。

主に次頁の６つのブランドを展開し、ターゲ

ットに合わせてブランドを変えることで多様な

ニーズの吸収とリスク回避を可能にしている。

スターウッドは元々、1990年にファンドを組

成し、1994年にREITを立ち上げたのがその始ま

りである。その後、ウェスティン・ホテル・ア

ンド・リゾートとシェラトン・ホテル・アン

ド・リゾートを買収し、ホテルビジネスに本格

的に参入した。

既存ブランドの買収だけではなく、新ブラン

ドの構築も積極的に行っている。特に、1998年

に第一号ホテルがオープンした『Ｗ』は、遊び

心のあるデザインかつ高機能性という、時代の

流れに合った新しいイメージを作り出している。

Ｗブランドはまだ日本に参入していないが、世

界的に流行しているデザイナーズホテルを先導

する存在となっており、そういったホテルがま

だ少ない日本への今後の参入が期待できる。

また、スターウッド・プリファード・ゲスト

という顧客会員制度を構築し、スターウッドの

ホテルでの宿泊やレストラン利用によって貯め

たポイントを、無料宿泊やエアラインマイルに

交換できるようにしている。特典除外日や宿泊

制限がない顧客会員プログラムは業界初であり、

高く評価されている。現在1,900万人の会員を有

している。

－10－
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ブランド名 ターゲット 特徴 日本での展開

東京、大阪、
ビジネス・エグゼクティブ 落ち着きと高級感 淡路、京都、

名古屋

上級ビジネス 明るい雰囲気 舞浜、横浜、神戸、
・レジャー顧客 効率的な運営 宮崎、札幌

中級ビジネス 競争力のある価格 なし
・レジャー顧客

トップクラスの 豪華な造り なし
ビジネスマンなど 歴史的遺産にも

高級ビジネス 最も豪華 なし
・レジャー顧客

メディア、エンターテ Warm,Wonderful, なし
イメント業界ビジネスマン Witty,Wired,Welcome

Other Branded Hotels ホテル所有者により異なる

（２）スターウッドのビジネス展開

スターウッドは多様な方式でホテルビジネス

を展開している。それぞれの方式を見ていく。

まず、140のホテルを所有、賃借、連結合弁と

している。2002年と2003年の２年間に、スター

ウッドはこれらのホテルに対し、およそ５億ド

ルの投資を行った。主に資本構成の是正とテク

ノロジー開発のためである。スターウッドが豊

富な資金とホテル・マネジメント・ノウハウ、

強力なブランド力を持つ企業だからこそ、所有

直営方式や賃貸方式が成り立つのである。

次に、286のホテルのマネジメントを行ってい

る。ホテルのマネジメントサービスと、世界的

に確立された一流ブランドネームを持つスター

ウッドのような会社は、マネジメントとマーケ

ティングサービス全体を提供できる点で魅力的

なのである。オーナーと主に長期契約を結ぶこ

とで、世界的にホテルを経営している。ホテル

マネジメント契約上の責任は、ホテル施設を管

理する経営陣と従業員の雇用、トレーニング、

監督を含むのが普通である。追加手数料で、ス

ターウッドは予約サービスの提供と全国広告、

マーケティング、宣伝サービスの調整を行う。

年間予算をそれらホテルのために確保し、建物

と備品の定期的メンテナンスと修理に責任を持

っている。

また、シェラトン、ウェスティン、フォーポ

イント・バイ・シェラトン、ラグジュアリー・

コレクションのブランドネームで312のホテルの

フランチャイズを行っており、スターウッドの

展開の主流となっている。一般的には、集中予

約システム、営業とマーケティング、広報活動、

国内外でのメディア広告などへの手数料と同様

に、フランチャイズホテルの客室収入の一定率

に基づいて、フランチャイジーからライセンス

などの手数料を受け取っている。加えて、フラ

－11－

（出所）各ホテルホームページ、中村清・山口祐司編『ホスピタリティ・マネジメント』生産性出版、2002年、p.185より作成。各
ホテルのロゴは各ホテルのホームページより転載

図表8 スターウッド６ブランドの特徴
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ンチャイジーは特定ブランドの製品を含むホテ

ル供給品を、スターウッドが認可した特定の業

者から購入している。

2003年には、居住部門を持つホテルの複合利

用計画のために、いく人かのオーナーとマネジ

メント契約を結んだ。居住部門の売上を促進す

るため、ブランドのついたマンションの提供が

できるよう、Ｗ、ウェスティン、セントレジス

ブランドの使用ライセンス契約を結んだ。

さらに、18のバケーション・オーナーシッ

プ・リゾートを所有している。バケーション・

オーナーシップとは、通常１人のオーナーに物

件の所有権が１年で１週間分与えられ、他のオ

ーナーと所有権を共有するシステムである。オ

ーナーは自分の期間を他のスターウッド・バケ

ーション・オーナーシップ・リゾートでの期間

と、もしくは、スターウッドのホテルでの滞在

と交換することができる。

（３）財務状況

スターウッドの2003年の総売上高は46.3億ドル

である。事業別売上高は図表９で示されている

とおり、所有、賃貸、連結合弁ホテルでの売上

が圧倒的に大きい。2003年の営業利益率は9.2％

であった。

企業の収益性を示す指標として、EBITDA

（Earning Before Interest,Taxes,Depreciation

and Amortization）がある。利払い前、税引き

前、償却前利益のことで、税引前利益に少数株

主損益、支払利息、法人税、減価償却費を足し

て求められる。2003年のEBITDAは9.38億ドル

で、2002年と比べて1.4億ドル減少した。

また、ホテルの経営状況を示す指標として、

RevPAR（Revenue Per Available Room）があ

る。客室からの売上を販売可能な客室数で割る

ことで求められる。スターウッドの場合は様々

な方式でホテルビジネスを行っているが、その

うち所有しているホテルの2003年のRevPARは

98.34ドルで、2002年と比べて1.3％上昇した。

図表10は、売上高と営業利益、RevPARの４

年間の推移を示したグラフである。３つの指標

の動きはほぼ同じで、どれも2001・2002年に落

ち込むものの、2003年に少し回復している。テ

ロやSARSの影響を受けて業績が落ちたものの、

現在はまた明るい方向へ動いているのである。

2004年のAnnnal Reportがまだ公表されていない

ため、ここで示すことができないのが残念だが、

第３四半期までの業績が2003年の同期までと比

－12－

経営、フランチャイズ�
資産からのその他の収益�

その他ホテル、�
レジヤー�

所有、賃貸、�
連結合弁ホテル�

851

694
3,085

図表９　事業別売上高
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図表10 売上高、営業利益、RevPARの推移

（出所）スターウッド　2002年・2003年　Annual Reportより作成
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較すると好調なため、１年間の業績もおそらく

前年を上回るであろう。

３．日本のホテルビジネス

日本ではかつて、資産はその利用よりも所有

に意義が見出されていた。ソーシャル・プレス

ティージとしての資産規模の拡大が進められ、

金融機関は土地の価格は上がるものとして土地

を担保に貸出しを行った。投資家も土地を保有

する企業の価値を過大評価し、株価を上げ、企

業はさらに不動産を買う、という悪循環が進ん

だ。そうやってバブルが形成されていった。

日本のホテルの多くは、大企業の経営多角化

や福利厚生のために作られ、所有されてきたた

め、（親会社から未分化の）所有直営方式が中心

となっている。後に述べる、日本で最初のホテ

ルである帝国ホテル東京が、迎賓館としての役

割を果たすために建てられたことからも、ホテ

ルがビジネスの場というよりはプレスティージ、

もしくはお飾りとして存在してきたことが分か

るであろう。バブル崩壊と共に、土地の値段が

大幅に下がり、多くのホテルの価値は下がった。

2005年度からの減損会計の導入により、資産価

値の著しい下落は財務諸表に示さなければなら

ず、多くの経営者が悩んでいるところである。

景気低迷や外資系ホテルの参入によって客足が

鈍り、経営面での評価も下がった。本業で苦し

む大企業には、ホテルに再投資をする資金もな

い。その経営が見直される時期に来ている。

会計ビッグバンの幕開けともいえる2000年度

から上場会社は、すべて連結会計方式によるデ

ィスクロージャー（開示）が義務づけられるこ

とになったことに関係している。そればかりで

なく、2001年度から時価会計の表示へと移行す

ることになり、まさに国際会計基準に準拠した

会計表示が求められることになった。さらには、

税効果会計及至減損会計の導入は、投資家が企

業の収益力や財務内容をより正確に把握できる

ように、会計情報の歪みを是正するものとして

期待されている。

そんな中、欧米の流れに従って、日本でも不

動産はキャッシュフローを作るために保有する

ものだという考え方が浸透し始めた。Ⅲ－５で

述べた不動産証券化が少しずつ進んでおり、ホ

テルの証券化も始まっている。

2004年12月、サッポロホールディングスがウ

ェスティンホテル東京の信託受益権と、ホテル

運営会社であるサッポロホテルエンタプライズ

の全株式を、モルガン・スタンレー・グループ

の不動産投資ファンドが出資する特別目的会社

に約501億円で売却したのである。

2004年は、９月までで50軒近くのホテルの所

有者が変わった。しかしながら、その多くはこ

れまでのところ地方都市の中心地にあるホテル

に関わるものだった。１） 地方では企業の倒産が

相次ぎ、土地の値段は底値を打っている。地方

のホテルはとても安く購入できるため、投資家

はそのリターンを狙っているのである。

また、ウェスティンの件のような大きな取引

は、その多くが海外の投資家によるものである。

世界最大のホテル投資アドバイザリー会社であ

るジョーンズ・ラング・ラサール・ホテルズに

よると、2004年は９月までで日本の投資家が39

軒、アメリカの投資家が８軒のホテルを購入し

たが、アメリカの投資家の購入額が870億円であ

るのに対して、日本の投資家の額は320億円であ

る。海外の投資家は資金調達の面でも、ホテル

投資ノウハウの面でも、日本の投資家より進ん

でいる。そして、投資家が今本当に狙っている

のは、地方ではなくウェスティンのような東京

のホテルだとも言われている。２）

以上の如き現況を、2005年２月26日の朝日新

聞夕刊は次のように報じている。

ホテルの売買加速
リストラ・会計ルール変更控え
再生業に勢い
国内のホテル売買が加速している。保有する企業

が不採算のホテル事業を整理したり、時価が大幅に
下がった資産について損失処理を義務づける減損会
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計が05年度から完全導入されるのを前に不良資産の
売約を急いだりしているためだ。売りに出されたホ
テルは、欧米の投資銀行が格安で買ったうえで、経
営を立て直し、資産価値を上げようとする例が多い。
ホテル再生を請け負う新ビジネスも勢いを伸ばして
いる。（後藤絵里）

東京のJR浜松町駅から数百メートル離れた築20
年の「チサンホテル浜松町」では、３月末の完成を
めざし改装作業が大詰めだ。経営破綻した不動産会
社の地産から米ローンスターファンドがホテルチェ
ーンごと買収し、ソラーレホテルズアンドリゾーツ
が運営を受託した。女性専用客室を新設するなど男
性中心だった客層の拡大を狙う。
ソラーレ社は地産が保有していた24のホテルを立

地や客層に合わせて都心の宿泊型やリゾート型に分
類、４月までに約５千室を改装する。「チサン以外
も含めて、06年には全国で１万室のホテルを手がけ
る」（A・G・ビリリ社長）計画だ。
投資家ジョージ・ソロス氏の不動産投資会社と米

国のホテル運営会社が設立したイシン・ホテルズ・
グループは、昨年１年間で鹿児島東急ホテルやマル
コーイン・東京など９物件を取得した。いずれも所
有する企業のリストラや経営不振などで売りに出さ
れた。再生が見込める物件を買い、改装やサービス
の改善で収益を挙げることを狙っている。日本での
ホテル買収に今後３年間で１千億円を投じる計画
だ。
都内ホテルの「新御三家」の一つ、ウェスティン

ホテル東京も昨年売られた。米投資銀行のモルガ
ン・スタンレー・グループなどがサッポロホールデ
ィングスから約500億円で買い取った。ビールなど
本業に特化することや減損会計に前倒しで対応した
ためだ。
ホテル業界は収益の柱だった宴会やレストラン需

要が落ち込み、宴会、量飲、宿泊がそろう総合ホテ
ルほど苦戦している。イシン社のマイケル・ニギッ
チ最高執行責任者は「国内のホテルの多くは会計ル
ールや市場の変化に対応しきれていない」と話す。
ホテル投資に詳しい「ジョーンズ ラング ラサー

ル ホテルズ」の沢柳知彦氏は「リスクは高いが利
回りもいいホテルに資金が集まり始めた。ホテル売
買の増加は続くだろう」と話している。

さらに、2000年の改正投資信託法で会社型投

資法人が解禁となり、2001年９月からJ－REIT

が始まった。J－REITは、不動産を中心とした

資産への投資運用を目的とする投資法人を作り、

投資家はその会社に投資し、投資信託委託会社

がその運用を行うという仕組みである。実際に

は投資法人自体は形式的なもので、投資信託委

託会社がその設立を行っている。現在は15のフ

ァンドがある。運用資産の多くはオフィスビル

や住居だが、ユナイテッド・アーバン投資法人

では運用資産のうち取得価額ベースで24％、オ

リックス不動産投資法人では10％がホテルとな

っている。物件数としてはまだまだ少ないが、

こうしてホテルがJ－REITで運用されるように

なれば、より多くの人がホテル・ビジネスに関

心を持つようになっていくであろう。

４．帝国ホテル

日本を代表するホテルである帝国ホテル東京

を所有、経営管理、オペレーションしている、

株式会社帝国ホテルについて検討する。
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（１）概要

帝国ホテル東京は1890年、海外からの賓客を

もてなすために、宮内庁が出資して鹿鳴館の隣

接地に建設されたホテルである。アメリカを代

表するホテルで、「プラザ合意」の舞台になった

ことで有名なプラザホテルが建設されたのが

1907年であることを考慮すると、帝国ホテルの

伝統の重さが感じられる。現在は株式会社帝国

ホテルとして、東証二部に上場しており、帝国

ホテル東京、帝国ホテル大阪、上高地帝国ホテ

ルの経営管理・オペレーションを行っている。

また、子会社である株式会社インペリアルエン

タープライズが、ザ・クレストホテル立川のオ

ペレーション、ザ・クレストホテル柏の経営管

理を行っている。

株式会社帝国ホテルでは、ホテルビジネスと

不動産賃貸事業の２つを行っている。ホテルビ

ジネスは子会社４社、関連会社２社と共に、不

動産賃貸事業は単独で行っている。図表11のよ

うに、ホテルビジネスによる売上高が不動産賃

貸による売上高よりも圧倒的に大きいにも関わ

らず、営業利益は不動産賃貸のほうが大きくな

っている。ホテルビジネスの営業費用があまり

に大きいためである。ホテル事業がいかに利益

の出しにくいビジネスかが分かるであろう。

図表12のように、帝国ホテル株の約３分の１

は国際興業株式会社が保有しており、大きな影

響力を持っている。しかしながら、米投資ファ

ンドのサーベラスが国際興業を買収することに

なり、現在、優良資産である帝国ホテル株を売

却するという話が浮上している。いくつかの外

資系企業が名乗り出ているようである。もし実

現すると、日本を代表するホテルの経営管理に

外資系企業が関わることとなる。

また、連結売上高と営業利益はここ数年減少

傾向にある。スターウッドと同様に、景気低迷

やテロの影響によって売上が落ち込んだ。さら

に、2003年度に行った、大規模な改修工事によ
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る売上機会の損失によって、回復に至ることが

できなかった。2003年度の営業利益率は6.1％で

あった。

（２）各ホテルの状況

以下では、株式会社帝国ホテルが運営する３

つのホテルについて、分析を行う。

帝国ホテル東京は所有直営方式を取り入れて

おり、客室数は1,034室、平成15年度の客室稼働

率は77.1％、１年を通して1,034室すべてが利用

可能だったと仮定すると、RevPARは約21,028円

である。宿泊客に占める外国人客の割合は37.1％

と比較的高い。

帝国ホテル大阪は、その建物を所有者である

三菱マテリアル株式会社、三菱地所株式会社か

ら賃借している（賃借方式）。客室数は390室で、

帝国ホテル東京の約３分の１と少ない。平成15

年度の客室稼働率は63.0％、１年を通して390室

すべてが利用可能だったと仮定すると、

RevPARは約10,221円、宿泊客に占める外国人客

の割合は17.8％である。

上高地帝国ホテルは日本で初めての本格的な

山岳リゾートホテルとして1933年に長野県の上

高地に開業したホテルで、所有直営方式である。

客室数は75室で、４月下旬～11月上旬のみの営

業を行っている。平成15年度の客室稼働率は

86.2％と高い。正確な営業日数が不明なため、こ

こではRevPARの計算を控える。

図表14によると、全体の売上高における、帝

国ホテル東京からの売上が占める割合が圧倒的

に高くなっている。帝国ホテル東京の影響力の

大きさが伺える。

また、図表15で示されているとおり、宴会部

門を持たない上高地以外は、宴会部門の売上が

最も大きい。これは日本のホテルの特徴である。

また、帝国ホテルの場合は国内での知名度が高

く、食品の販売などでの売上も出ている。

ここで問題となってくるのが、それぞれのホ

テルの利益である。決算短信では、株式会社帝

国ホテルが経営管理、オペレーションしている

３つのホテルそれぞれの部門別売上高のデータ

を得ることはできるが、それ以外の財務諸表上

の個別のデータは公表されていない。したがっ

て、３つのホテルのうちどこが黒字でどこが赤

字か、我々第三者からは判断できないようにな

っている。所有者への賃料の支払いがあること

－16－
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図表14 2003年度ホテル別売上高

（出所）帝国ホテル 平成16年3月期 決算短信より作成
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やRevPAR、食堂の回転率（2003年度のデータ

で、東京が3.1回転であるのに対し、大阪は1.6回

転）、その他知名度や評判など不確実なもので判

断するならば、大阪は東京と比べると利益が出

ていない可能性が高い。

実際に国際興業が持つ帝国ホテル株が外資系

企業などに売却された場合、その株式数は過半

数を満たさないため、独断的な意思決定には今

のところ結びつかないが、大きな影響力を持つ

ことは確かである。将来的には、利益の出てい

ないホテルの営業の中止が求められるかもしれ

ない。どのような形態が、帝国ホテルにとって

最も効率的なのだろうか。

５．スターウッドと帝国ホテルから見る日本、

欧米のホテルビジネスの違い

スターウッドは国際的にホテルビジネスを展

開し、756軒のホテルと関わっている企業、帝国

ホテルは日本国内だけで３つのホテルの経営管

理・オペレーションを行う企業である。スター

ウッドの売上高は帝国ホテルの約10倍で、規模

の大きさからしてもあまりにも違い、また事業

の幅も大きく異なることから、２社の財務的比

較をしてもあまり意味がないように思われる。

しかしながら、それぞれの経営方針は欧米、日

本のホテル・ビジネスそのものを示していると

言って良いだろう。

スターウッドのように、欧米のホテルチェー

ンの多くは所有直営方式やフランチャイズ契約

方式、マネジメント契約方式など、いくつもの

方式を取り入れてホテルビジネスを展開してい

る。立地やブランドに合わせて、最も利益の出

る形態でそれぞれのホテルに関わっている。し

かしながら、日本のホテルの場合は、基本的に

は（個人又は親会社から機能未分化の形の）所

有直営方式であり、たとえ他の方式であったと

しても、立地やブランドに合わせてというより

も、経営者側の都合によるところが大きい。

また、財務上のデータについても、スターウ

ッドではAnnual Report上でかなり詳細に公開さ

れているのに対し、帝国ホテルでは必要最小限

のデータを公開するのみである。EBITDAや

RevPARなどの指標も、積極的に示されることは

ない。ホテル側にそういう姿勢がないというこ

とだけではなく、そういった情報を求める外部

の人間が少ないということでもあるのであろう。

マネジメント・オペレーションの質だけに限

って比較すると、帝国ホテルは決してスターウ

ッドに劣ってはいない。むしろ、多くのスター

ウッドのホテルよりも高く評価されている。し

かし、その営業利益率は劣っているし、改装工

事という理由があるにしろ、2003年に利益が回

復しなかったことはスターウッドとの大きな違

いである。

スターウッドはホテル業界で最も成功してい

る企業というわけではないが、その急速な発展

と常に新しさを取り入れる姿勢から、アメリカ

の成功企業の典型例だと言えるだろう。そして、

時に所有者として、時に管理者として、という

ように、様々な立場からホテルと関わっており、

それぞれの役割をはっきりと把握し、しっかり

と果たしてきたことが、企業としての発展へつ

ながった。伝統やオペレーション面ばかりを重

んじてきた日本のホテルは、今や、ホテルをビ

ジネスとしてとらえ、よりしっかりとした財務

管理をしなければならないのではなかろうか。

Ⅴ．日本のホテル経営の持続的発展に向けて

これまで述べてきたように、日本のホテルの

多くは個人や親会社から機能未分化の形の所有

直営方式を取り入れ、最適資本調達、財務管理

や経営戦略が欠如しているために経営難に陥っ

ている。“先立つものはカ
・

ネ
・

”といわれるように、

経営の場においてもお金（資金）がもっとも重

要な経営資源の一つであることは、世紀が転換

しても変わらないであろう。反対に、欧米では

巨大なホテルチェーンが様々な方式を取り入れ

たホテル・ビジネスを展開し、地域や顧客に合
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わせた経営管理でリスクを分散し、成功してき

た。

われわれは、帝国ホテルが元気になれば、日

本のホテル全体が元気になっていくと考えてい

る。なぜなら、帝国ホテルがこれまで日本のホ

テル業界を先導してきたホテルだからである。

大勢のホテルマン、レストランシェフ、ホテル

経営者たちが、帝国ホテルに憧れ、帝国ホテル

で育ち、日本中で活躍している。したがって、

国際興業が持つ帝国ホテル株が外資系企業に売

却されることで、日本的ホテル経営の中核に外

資のメスが入ることは残念なことではあるが、

それによって第三者の厳しい視点から効率的な

経営が行われるようになるならば、日本のホテ

ルの新しい時代の始まりと言うことができるだ

ろう。より多くの者が１つのホテルに関わるこ

とで、そのホテルはより広い角度から高められ

ていく。

そして、やはり所有と経営管理・オペレーシ

ョンの機能の明確な分離がホテルの資産価値向

上へとつながる。今回は投資方法の是非などに

ついて詳しくは触れなかったが、不動産証券化、

特にJ－REITは今後ますます広がっていく分野

である。まずは、どの資本調達方法が適してい

るかという議論よりも、そういう分野とホテ

ル・ビジネスをつなぐことが大切である。しか

し、既存のホテルが個人や親会社から未分化の

形の所有直営に固執してしまうと、ホテルの流

動性が高まらず、株式分散の高度化を促す増資、

転換社債の発行、J－REIT等々で運用される機

会は減ってしまうし、投資家の間でホテルに投

資しようという発想が生まれなくなってしまう。

それはホテル経営の近代化の前提をなす。この

前提条件が満たされないとホテルの資産価値を

高めようという考えが出てこないため、その陳

腐化が進んでしまうであろう。豊富な資金を持

つ投資家は大勢いる。そして、少し手を加えれ

ば価値の上がるホテルはいくらでもある。それ

にもかかわらず、投資家とホテルが結びつく機

会がなければ、日本のホテルは新しい外資系ホ

テルにどんどん追いやられてしまう。その為に

いま何よりも求められているのが、日本のホテ

ルの経営情報の開示による社会的評価の向上で

ある。（第38巻第１号拙稿125頁以下参照）

所有と経営管理・オペレーションの機能の明

確な分離が、ホテル投資を盛んにする。そして、

日本のホテル経営の持続的発展に向けた地球環

境調和型経営の幕が切って落とされるであろう。

21世紀のホテル経営は、「図表６逆組織図」の顧

客の先に、社会があり、地球環境問題のあるこ

とを見落としてはならない。そして21世紀の資

源循環型社会の進展に連れて、日本経済の重心

も次第にハードな産業から、観光経営やホテル

経営に代表されるソフトなサービス産業へと移

っていくことだろう。その場合、前世紀を通じ

ての激しい国際競争を勝ち抜いて来た、次稿の

ハード産業の代表トヨタ自動車㈱の、世界に冠

たる現代（環境）経営から可能な限り多くのも

のを吸収して、経営の近代化・国際化のスピー

ドアップをはかり、資産価値（≒初期投資の大

きいホテルの企業価値）を最大化することが急

務であると思われる。３）
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注記１）日本のホテル経営：地方の変の資料
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注記２）日本のホテル経営：東京の変の資料

ラグジュアリーな「五つ星」続々と登場

超豪華ホテル　東京の変

（朝日新聞、2005年３月26日）

今夏から2007年にかけて、外資系超高級ホテ

ルが相次いで東京都内にオープンする。世界の

大都市を彩ってきた五つ星クラスを迎える東京

の都市型ホテルは、「ようやく世界の大都市の仲

間入りができる」と歓迎する一方で、高価格帯

の客室をさらにグレードアップするなどの対策

に追われている。質の高い施設とサービスを競

いあう「ラグジュアリー」（豪華・贅沢
ぜいたく

）な戦い

の火ぶたが切って落とされた。（魚住ゆかり）

「最高の立地、香港に負けない施設。客室単

価が６万～７万円を下回ることはないでしょ

う」。2007年、「ザ・ペニンシュラ東京」を開業

するペニンシュラホテルズの中村清日本・韓国

地区統括部長はさらりと言った。

今年開業予定の「コンラッド東京」と、「マン

ダリンオリエンタル東京」、07年にオープン予定

の「ザ・リッツカールトンホテル東京」も、客

室単価は5万円を超えそうだ。

４ホテルとも「スモールラグジュアリー」と呼

ばれる高級ホテルだ。350室以下と小規模だが、

豪華で上質なしつらえと45平方㍍を超える部屋を

備え、質が高くきめ細かいサービスを提供する。

地価の下落や都心の再開発、再開発エリアの

競争力を高めたいディベロッパーの思惑……

様々な条件が整い、やっと東京進出を果たせる。

客室は合わせても約千室。東京都全体のホテル

客室数のわずか１％だ。ホテル経営に詳しいオ

ータパブリケイションズの石渡雅浩さんは「東

－21－
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京の人口はニューヨークの1.5倍だが、客室数は7

割。千室では『大競争』や『2007年問題』はお

きない」と話す。

ただし、現在、都内で客室価格が全室５万円

以上のホテルは、パークハイアット東京など数

えるほどしかない。「富裕層の需要は少なくない」

との指摘もあるが、各ホテルとも、総力をかけ

て挑む。

ヒルトンの最高級ブランドであるコンラッド

は、浜離宮や東京湾を望むビルの高層階で、「和」

を採り入れた落ち着いた空間を提供する。

マンダリンオリエンタルは、38階建てビルの

最上階にフロントを置く。隣接する重要文化財

の三井本館を、宴会場として生かすなど落ち着

いた雰囲気を演出する。

すでに大阪で欧風の豪華なホテルを成功させ

ているリッツ・カールトンは、「200本の桜が咲

く庭園に面したボールルームなど最高の施設と

サービスになる」（マリオット・インターナショ

ナルの多田繁治さん）という。

最後に開業するペニンシュラは、都心の百貨

店に昨年秋オープンしたホテルグッズを扱う

「ザ・ペニンシュラブティック」を、今後、全国

で展開。「ペニンシュラで初めての手法」（中村

さん）で、ブランドの浸透を図る。

香港などの同ホテルで研修を受け、若手杜員

の核となるスタッフの採用も始めた。

ある進出組のホテル関係者は言い切る。「東京の

高級ホテルの客室単価が、世界水準から見ると

安かったのは、高いお金を出して泊まりたいホ

テルがなかったということ」。高額料金にも自信

満々だ。

先行組も「完全武装」

「大競争時代に勝ち残る」。２月の記者会見冒

頭、帝国ホテルの小林哲也杜長は、こう力を込

めて言った。

同ホテルは、03年末から、本館を改装中だ。

５年間で約170億円をかける。塚本毅・総支配人

は「約15年ごとの大改修の一環」と位置づけつ

つ「外資系の参入は、きちんと意識している」

と笑う。

改修の目玉はインペリアルフロア。かつて親

しまれた「ライト館」をイメージした「フラン

ク・ロイド・ライトスイート」を新設するなど

全体的にグレードアップ。外国からの賓客を囲

い込む。

ホテルオークラは、「客室としては大規模」と

いう15億円をかけた改装を行い、長旅の疲れを

癒やし、元気に仕事に向かうためのサービスと

客室をそろえたフロアを９日、オープンした。

ホテルニューオータニも「（新規参入組は）別

の商売ですから」と距離を置きつつ、「クォリテ

ィーを維持するため」改修を実施中だ。

皇居大手門前という恵まれた立地で人気を保つ

パレスホテルも、小林節社長自ら「外の知恵を」

とプリンスホテル出身の広報担当者らをヘッド

ハント。「食」を強くアピールする人気企画を

次々と打ち出している。

10年ほど前に参入した「新御三家」と呼ばれ

る外資系も、「防衛策」をとった。

ウエスティンホテル東京は、エグゼクティブ

ラウンジやスポーツジムの新設など、大規模改

装中だ。「10周年とオーナー交代が重なり、十分

な投資をすることができた」（藤崎斉・副総支配

人）。

フォーシーズンズホテル椿山荘東京は、人気

のスパやチャペルを改装中だ。

「スモールラグジュアリー」としてオープン

して以来、人気ナンバー１の座を守るパークハ

イアット東京。開業10周年を前に03年、10億円

をかけ、全館グレードアップしたばかり。新型

肺炎SARSやテロの影響で一時客室稼働率が落ち

たが、開業時３万８千円だった客室単価を徐々

に５万円台まで引き上げてきた。

「10年間培ってきたスタイルを突き詰めるこ

とが、最大の対策」（同ホテル）という。
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参考情報：「ホテルの2007年問題」とは、03年

から07年にかけて、都内に有名高級ホテルチェ

ーンが相次いで進出することから、一部で、ホ

テルが供給過剰となるのではないかとの観測が

流れ、取りざたされるようになった。

日本のホテル進化の好機

週刊ホテルレストラン編集長

村上実さん

ホテル利用客の二極化傾向は、10年前から始

まっており、日本国内に限定しても、五つ星ク

ラスのホテルを支える富裕層は十分ある。今回

の「五つ星」外資のそろい踏みで市場が広がり、

外国人客が加われば、ほぼ安定的な営業が実現

できるだろう。ビジネスと観光両面で政府が進

める外国人誘致政策が実ればなおさらだ。今回

進出するホテルも、それを当て込んでいる。

しかし、ホテルには伝統という要素も重要だ。

少子高齢化の中で、オークラや帝国のようなホ

テルは、根強く支持されるだろう。だが、その

間に、自分たちの魅力は何か徹底的に見直し、

いかに新規の市場を開拓するかが問題だ。

「五つ星」のそろい踏みは、日本のホテル業態、

ホテル文化が進化するよいチャンス。

利用客も、もう少しホテルの格や伝統などを尊

重し、従業員との自然な会話や要望のやり取り

を楽しもうとしなければ、ホテルのよさは引き

出せないし、ホテルもよくならない。尊重すれ

ば、得られるものははるかに大きい。それがよ

いホテルの条件だ。
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注記３）早稲田大学政治経済学部の私の経営学演習30期指導学生、柳沢ひろみさんの助力をえて、本

稿が完成したことをここに記して感謝の意を表したい。
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