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ることを目的として実施しました。
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す。そのいい例が航空業界です。

とは異なり、提供するものの品質を評

全日空や日本航空が、きめ細やか

価する客観的な基準がなく、課題が

なサービスとブランド力により高い運

──アメリカの顧客満足度に関する調

見えにくいため、どのように改善すれ

賃でも顧客を獲得する一方、LCCは、
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ばいいかもわかりにくいという課題が
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図 エアライン8社のJCSI6指標とその回答幅

■ 回答幅
● スターフライヤー
● ピーチ
● 某●社

エアライン 8 社の JCSI6 指標
スコアのうち、３社を折れ線で
表し、最高値と最低値の幅を
アミ部分で示したもの。例え
ば LCC のピーチについては、
搭乗前の「顧客期待」は低め
だが、一度利用すると、料金は
安いがトラブルなどはない（知
覚価値）ことから「いいな」と
思うようになり
（顧客満足）
「ま
、
た利用しよう」と考える（ロイ
ヤルティ）人が多い様子がうか
がえる。

サービス業の経営や CS 向上
の事例に詳しい小倉氏。

顧客期待

ています（図）
。
飲食 業界でもそうした例はあり
ます。フレンチがメインのレストラン

知覚品質

知覚価値

顧客満足

推奨意向

ロイヤルティ

そぎ落とす場合も、安全面や衛生面

なし」
です。小売店でおつりを返す際、

など、最低限必要となる要素はしっか

小銭を掌に広げて並べ、ひとめで金
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額がわかるようにして返す。あるいは、
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限りなく日本と近い

料で提供されているサービスでも付
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型やシス
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」

また、サービスを限定することでマ

飛行機の機内で、棚の荷物を取り出し

テムでは引き出すことは難しく、働く人

て、そこで稼ぐという考え方が主流に
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イナスの評価が発生しないようにする

やすいように持ち手を手前にして収納

のモチベーションを高める要素が必
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きめ細かなサービスが評判を呼び、

工夫も必要でしょう。例えば、少ない

する。さらに、宅配便の時間指定や、
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関係でしょう。人口が減り、経済成
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人員でオペレーションをするある飲食

開けやすさや捨てやすさに配慮した
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でいます。今後、製造業のようにサー

長も見込めない中、顧客に支持され

ら、1カ月先まで予約が取れないとい

店では、接客に時間をかけられない

包装パッケージなどにも「おもてなし」

ルコミッションの営業など、自分の行

ビスを有料にするのであれば、すでに

るサービス、おもてなしとはどうある

う人気店になっています。一方、同じ

分、
「メニューの商品説明を詳しくする」

が見られます。

動が評価や収入に直接反映するよう

無料で行っているサービスを有料にす

べきかということを考えざるを得なく

な場合、人は自ら工夫してサービス力

ることは難しいため、 プレミアムサー

なったのです。もはやかつてのように
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ビス など、さらに高付加価値の新し

総花的 なサービスでは、消費者に支

いサービスを開発することが必要にな

持されません。自社が何を提供するの

るでしょう。

か、
その方向性を明確にし、強みを磨

端的に言えば、需要と供給の
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などの配慮で、
サー

日本らしさ 。最低限のローカライ

舗で回転率を高めることにより、高級

ビスの低下を防いでいます。また、あ

ゼーションは必要ですが、基本的には

店並みの料理を手頃な値段で味わえ

るビジネスホテルでは、エレベーター

海外でも、きめの細かいサービスを提

です。サービス、おもてなしに定評のあ

る。こちらも大変な人気店です。

の設置台数が限られていて待ち時間

供することが期待されています。

る企業の多くは、従業員自身がその

一方、付加価値の高いサービスをあ

企業のファンであることが少なくあり

えて無料にすることで、固定客化につ

成功している企業は、自社の方向性と

外国人が日本企業に求めるのは、

もう１つは、
「組織へのロイヤルティ」

くことが求められているのです。実際、

従来も、小売店をはじめさまざまな

が長くなりがちなところを、エレベー

分野で、フルサービスの高級店とセル

ターホールの壁に、ビジネスでの話題

── おもてなしを実現するきめ細か

ません。つまり、組織に対するロイヤ

なげるという戦略もあります。1回の

なすべきことの優先順位をはっきりさ

フサービスの大衆店はありましたが、

づくりに役立つ「地域の豆知識」を紹

な対応は、
幼少からの教育やしつけな

ルティの高さが、主体的なおもてなし

利用当たりの利益は少なくとも、定期

せています。

最近の特徴は、
「俺のフレンチ」のよう

介したミニ情報を貼ることで、不満解

ど、文化的な要素が大きいのではない

の行動を引き出しているのです。

的に利用する顧客が増えれば、安定

方針がぶれず、従業員も会社の価値

に、自分たちの 売り を明確にしてい

消につなげています。

でしょうか。

的に収益を確保することができるから

観を共有できることで、日本流のおもて

です。

なしができる。そうした環境をつくっ

確かにそうした要素はありま

るにしても、自社のめざす方向を明確

す。ただし、おつりの返し方、飛行機

に打ち出し、なすべきことの優先順位

の荷物の入れ方などは、企業が従業

をはっきり示すことが欠かせません。

── さて近年、サービス業の海外進

員に型として教えることで、誰でも同

判断基準がなければ、統一感のある

こうした 売り がはっきりしている

出が始まっています。日本のサービス

じように振る舞えるようになります。

サービスは提供できないからです。

ところは、フルサービスの高級店で

は、海外でどのように受け取られるの

また、宅配便の時間指定や包装パッ

なくとも、高い顧客満足度やロイヤル

でしょうか。

ケージの工夫などは、属人的な要素で

──細やかな配慮は、顧客に「感動」

ティを得ています。
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外国人がまず驚くのが、日本

はなく、システムの整備。つまり、文

を生みますが、コストの増大を招きか

「おもて
のサービスの細やかな配慮、

化が異なるところでも、型やシステム

ねません。宅配便の時間指定など、無

るところにあります。
例えば、ビジネスホテルの「ドーミー
イン」は天然温泉の大浴場を 売り
にし、人気を集めています。

ただし、何かに特化し他の要素を
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世界に勝負すべき
日本らしさとは
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なお、どういう形でサービスを高め

ただし、そうした場合は、オペレー
ションを効率化するなどして、コストを

ている企業は、国内・国外に関係なく、
顧客の支持を集めているのです。
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サービス産業生産性協議会
2007 年 5 月、サービス産業をはじめ製造業、学術関係者、関係省
庁など幅広い関係者の参加のもとに設立。産学官が連携してサー
ビスイノベーション、サービス産業の生産性向上に取り組むための
諸活動を行っている。
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