
181名城論叢　2020 年 3 月

1．はじめに

　“おもてなし”は一般には肯定的な意味で使
用される場合が多い。とりわけ，2013 年の東
京オリンピック招致に向けたプレゼンテーショ
ンにおいて，日本の長所として強調されて以
降，2013 ユーキャン新語・流行語大賞・年間
大賞を受賞するなど，しきりに使用されるよう
になってきている（ユーキャン新語・流行語大
賞 website）。
　“おもてなし”をどのように定義すべきかは
難しい問題であるが，例えば，きめ細やかな
サービスは多くの消費者の満足度を高めること
だろう。逆にサービスを提供する側にとって
も，顧客の問題解決への貢献は平易に述べれば

“人助け”であり，多くのスタッフのモチベー
ションを向上させるという一面もあるだろう。
　このように，一見，サービスの利用者・提供
者双方に対して，恩恵をもたらすように思われ
る“おもてなし”に対して，近年，批判的な見
方が広まってきていることも事実である。その
根拠として，さまざまポイントが指摘されてい
るが，わかりやすい要因として，まず労働生産

性に与える負の影響があげられる。日本人は基
本的にはテキパキと動く印象があるが，とりわ
けサービスの労働生産性に関する国際比較にお
いて必ずしも高い評価を得られていない。つま
り，“おもてなし”に代表される日本型サービ
スは投入するコストに対して十分なリターンを
得られていないということである。
　また，人手不足が深刻化する日本において，

“おもてなし”が長時間労働に影響を与えてい
る点も指摘されている。関連して，限られた時
間内における業務量の増加に対するスタッフの
不満など，モチベーションの低下も危惧されて
いる。
　さらに，顧客サイドからも“おもてなし”と
いうサービスがあまりにも形式的で不自然であ
るという指摘がある。例えば，筆者が以前，別
件で実施したレクサス販売店へのインタビュー
において，「オープン当初は日本の伝統的礼儀
作法である小笠原流による接客を徹底していた
が，顧客から“肩が凝る”，“まどろこしい”と
いった批判的な意見があり，一部簡素化した。」
というコメントがあった。現在，フィリピンに
居住する筆者も，こちらのサービスにもちろん
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日本ほどの丁寧さ・きめ細やかさは感じられな
いが，人として相手のことを助けようとする基
本的なホスピタリティを強く感じ，スタッフ・
客という関係よりも，人間同士という基本的な
関係のもと，サービスを享受しているように思
われ，心地よく感じる場合も少なくはない。も
ちろん，いい加減なサービスは問題だが，飾
りっ気のないフランクな態度に誠実さを感じる
こともある。一方，日本型のサービスはスタッ
フが主体的に行っているというよりも，企業か
ら強要され，マニュアルに従い，仕方なくと
いった“やらされ感”のもと，業務を行ってい
るように感じることもしばしばある。端的に言
えば，“嘘くさい”と感じてしまう。
　結論を先に述べれば，“おもてなし”が一般
のサービスよりも上質であり，そのことに対し
て十分なリターンを得ることができていれば，
サービス提供者・享受者双方にとって，素晴ら
しいものであるが，さもなくば“おもてなし”
という殻をまとった過剰サービスと捉えるべき
であり，是正の必要がある。
　本稿は，何ら疑いなく，絶対的に正しい日本
の強みと理解されがちな“おもてなし”に対す
る批判的検討を行う。具体的には，まず，“お
もてなし”という言葉を整理し，日本のサービ
スの生産性，“おもてなし”の事例・問題点に
ついて検討する。さらに，将来的には，“おも
てなし”が顧客満足度，従業員満足度，労働生
産性などに負の影響を与えることなく，真の価
値創造につながる日本型サービスとなるための
要素や枠組みなどを整理していきたいと考えて
いる。

2．“おもてなし”とは

　“おもてなし”の定義に関しては，多くの研
究者が苦心しているように思われる。まず，広
辞苑（第五版）において，“おもてなし”は用

語として取り上げられていない。関連する用語
として，“もてなし”（持て成し）および“もて
なす”（持て成す）が取り上げられている。“も
てなし”は源氏物語を出典として，①とりなし，
とりつくろい，たしなみ。②ふるまい，挙動，
態度。③取扱い，あしらい，待遇。④馳走，饗
応となっている。また，“もてなす”は①とり
なす，処置する。②取り扱う，待遇する。③歓
待する，ご馳走する。④面倒を見る，世話をす
る。⑤自分の身を処する，ふるまう。⑥取り上
げて問題にする，もてはやす。⑦そぶりをする，
見せかけるとなっている（新村 1998）。概ね世
間一般に使われている意味と共通するように思
われるが，曖昧な印象が残ることは否定できな
い。
　また，“おもてなし”は一般には“Hospitality”
と英訳される場合が多い。“Hospitality”の意
味は，①ゲストに対するフレンドリーで寛大な
行動。②ゲスト，顧客などのために組織によっ
て提供される食べ物，飲み物，またはサービス
となっている（Oxford Learner's Dictionaries 
website）。こうした内容も一般に使われている

“おもてなし”と共通する部分があるが，日本
特有のきめ細やかさといったものは含まれてい
ない。例えば，現在，筆者が滞在しているフィ
リ ピ ン 人 の 特 性 を 表 わ す 言 葉 と し て，

“Hospitality”はしばしば使用されている。
　マネジメントやマーケティングに関連する領
域における“おもてなし”研究では，例えば，
長尾・梅室（2012）は，茶道（千葉・五嶋 
2007），旅館（中島 2007），花街（西尾 2007）
における“おもてなし”への調査を踏まえ，“ホ
スピタリティ”には見られない，“信頼関係”，

“対等性”，“一期一会”，“役割交換”，“もてな
される側の感受性・教養”，“空気を読む”など
伝統に基づく独特の要因を抽出し，「相手を喜
ばせ，満足してもらうために相手の立場に立
ち，相手の目的・状況・ニーズに合わせて心配
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し，それに基づいておこなう直接的または間接
的な行為」と“おもてなし”を定義している。
寺阪・稲葉（2014）においては，“おもてなし”
と“ホスピタリティ”に関する詳細な比較・検
討が行われ，佐藤・Al-alsheikh・平岩（2014）
や花岡（2017）は“おもてなし”に対して日本
の文化や伝統という視点より論じている。ま
た，消費者行動の観点から，宮井・西尾（2018）
は，「ゲストである自分自身を喜ばせ，満足し
てもらおうという意図を持つホストに招かれる
サービス消費行動」をゲスト側消費者にとって
の「おもてなし消費」と定義している。
　“おもてなし”を正しく定義するためには，
マーケティング領域に限定せず，日本の伝統や
文化を含めた幅広い領域におよぶ調査が必要に
なってくる。さらに，実際に企業が使用してい
る“おもてなし”と名の付くサービス内容に関
する実態調査および消費者の“おもてなし”に
対する認識に関する調査も行わなければならな
い。こうした調査は今後の課題として，本稿に
おいては一消費者の視点より“おもてなし”に
ついて一応の定義を行いたい。
　筆者は“おもてなし”を“ホスピタリティ”
との比較で捉えることに際して，商品の包み方
に注目している。日本の百貨店では贈答品を購
入した際，商品箱が丁寧に皺ひとつなく包装さ
れる。こうした包装の美しさは海外からも絶賛
されている。一方，例えば欧米のデパートでは
大きなギフト用の袋に商品を入れ，上部をリボ
ンで括るといった方法が主流である。つまり，
もちろん欧米のデパートにおいても，ギフト用
のために見た目を美しく飾るサービスは提供さ
れるが，そのためにわざわざ手間をかけるよう
なことは行わない。極めてシンプルかつ合理的
に処理される。しかも，ギフトラッピングには
別途料金が発生する場合も少なくはない。一
方，日本では手間をかけて顧客のために何かを
行うことこそがサービスにおいて重要であると

認識している企業が多いように思われる。ま
た，特別な包装に対しても料金を加算するよう
なことは行わない（もっとも，新興の大手小売
業者の中には別途料金を請求する場合が増えて
きているが）。
　こうした事例を踏まえれば，日本の“おもて
なし”の重要なポイントは「敢えて手間をかけ
る，それに対する直接的（短期的）な見返りは
求めないサービス」という点にあるのかもしれ
ない。日本・欧米ともに目的は同じ顧客満足度
の向上であっても，その手段が異なるというこ
とである。日本人は文化的に手間をかけること
に価値があると判断し，合理性は二の次と捉え
る傾向が高い，もしくは少なくとも以前は高
かったということかもしれない。例えば，先日，
フィリピンの高級デパートでエレベータに乗っ
た際，日本ではもはや姿を消してしまったエレ
ベーターガールを見かけて驚いたが，さらに驚
愕したことは彼女が椅子に座って業務を行って
いたことだった。確かに，客を希望する階に案
内するというサービスの基本品質は“立つ”・

“座る”に関係なく維持される。実際，座った
方が労働者にとっては快適だろう。しかし，日
本では恐らく高齢者を中心に「失礼である」と
気分を害する人が多いのではないだろうか。こ
のあたりの情緒的な問題は文化や伝統的な行動
規範の違いということに尽きるのであろうが。
　もしくは，“おもてなし”を直接的（短期的）
な見返りではなく，顧客の囲い込み，リピート
カスタマー，ロイヤルカスタマーの創造といっ
た長期にわたる見返りを重視したサービスと捉
えて，調査を行うことから興味深い結果を得ら
れることができるかもしれない。
　また，筆者が長年にわたり研究対象としてい
るプレミアム商品と関連して，プレミアム・
サービスとの関係で“おもてなし”を捉えるこ
とからも有益な示唆を得る可能性があるだろう。
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3．日本の労働生産性

　テキパキとした会計や品出しは世界共通では
なく，日本特有のことであると，海外のスー
パーなどを訪れたことがある人なら誰もが痛感
していることだろう。また，トヨタ自動車の生
産システムに代表されるカイゼンは程度の差こ
そあれ日本の多くの企業に浸透している。こう
した状況を踏まえれば，日本の生産性は世界で
も極めて高い位置を占めていてもおかしくない
はずである。
　日本生産性本部が実施した「労働生産性の国
際比較 2018」によると，2017 年の日本の時間

当たり労働生産性（就業 1 時間当たり付加価値）
は 47.5 ドル（4,733 円／購買力平価（PPP）換算）
であった（日本生産性本部 2018b）。この数字
は米国（72.0 ドル／ 7,169 円）の 3 分の 2 程度
に過ぎず，順位は OECD 加盟 36 カ国中 20 位
であった（図 1）。主要先進 7 カ国（米国・フ
ランス・イタリア・ドイツ・カナダ・英国・日
本）でみると，データが取得可能な 1970 年以
降，最下位の状況が続いている。さらに，米国
と比較すると，1990 年には日本は米国の 3 ／ 4
に近かったが，2000 年代に 7 割前後に低下し，
2010 年代以降は 2 ／ 3 前後の状況が続いてお
り，長期的なスパンでとらえると，その差はよ

図 1　OECD 加盟諸国の時間当たり労働生産性：2017 年／ 36 カ国比較（日本生産性本部 2018b）
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り大きなものとなっていることがわかる。
　もちろん，国により事情は異なることに注意
する必要はある（日本生産性本部 2017）。例え
ば，労働生産性で上位に位置するアイルランド
は法人税率などを低く抑えることにより，多国
籍企業の欧州本部や本社機能をアイルランドに
呼び込むことに成功している。ルクセンブルグ
は金融業，不動産業，鉄鋼業といった生産性が
高くなりやすい特性を持つ産業が GDP の半分
近くを占めている。ノルウェーは原油や天然ガ
スといった資源が GDP の 2 割近くを占めてい
る。
　次に，産業別に日本の労働生産性を検証す
る。まず，日本のお家芸とも呼べる製造業に注
目する。確かに，1990 年代後半には OECD に
加盟する主要 31 カ国の中で第 1 位に位置して
い た が，2005 年 8 位，2010 年 11 位，2016 年
は 99,215 ドル（1,115 万円／為替レート換算）
で 15 位と右肩下がりの状況となっている（日
本生産性本部 2018b）。確かに為替レートは
2010 年から 2016 年の間に 2 割近く（21.7％）
円安になっている点を考慮する必要はあるもの
の，たとえばアメリカ（140,205 ドル）との間
には大きな差がある。
　それでもなお，ドイツ，イギリス，フランス
と の 差 は 僅 か で あ り（ 日 本 生 産 性 本 部 
2018a），国際競争力を維持できていると捉える
こともできよう。例えば，輸送機器，機械・電
機・情報通信機器といった分野ではこれらの国

よりもはるかに高い労働生産性となっている。
しかしながら，食料品に関しては日本の労働生
産性は著しく低く，4 割にも満たない状況と
なっていることも事実である。
　このように製造業に関してはアメリカにこ
そ，大きな差をつけられているものの，他の先
進国とは大差がないことが明らかになった。そ
れでは日本のサービス業はどのような状況だろ
うか？　“おもてなし”に代表される日本のき
め細やかなサービスはどれほどの価値を生み出
しているのだろう？
　日本生産性本部が実施した「産業別労働生産
性水準（2015 年）の国際比較」においては，
2015 年の産業別労働生産性水準（購買力平価
ベース・就業 1 時間当たり付加価値）の日米独
英仏という 5 カ国比較が行われている（日本生
産性本部 2018a）。この調査によると，日本の
労働生産性水準は製造業で米国の 7 割（67.4％）

（図 2），サービス産業においては 5 割（50.7％）
（図 3）に過ぎないという結果になっている。
さらに他国との比較でも，ドイツの 3 分の 2

（65.2％），英国（69.6%）やフランス（71.7％）
の 7 割程度という低レベルとなっている。ちな
みに，サービス産業には電気・ガス・水道，卸
売・小売，運輸・郵便，宿泊・飲食，情報通
信，金融・保険，専門・科学技術，業務支援
サービス，その他のサービスが含まれている。
　アメリカとの比較を基にサービス産業につい
ての詳細をみると，金融・保険 63.5％，専門・

図 2　製造業における主要国の労働生産性水準（日本＝ 100）（日本生産性本部 2018a）

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200



186 第 20 巻　第 4 号

科学技術，業務支援サービス 54.4％，運輸・郵
便 47.7％，宿泊・飲食 38.8％，情報・通信
37.9％，電気・ガス・水道 34.4％，卸売・小売
31.5％という結果となっている。
　このように一言で言えば，低調な日本のサー
ビスの労働生産性という結果をどのように解釈
すればよいのか？　まず，算定式に注目する
と，労働生産性＝アウトプット〔付加価値額ま
たは生産量など〕／インプット〔労働投入量（労
働者数または労働者数×労働時間）〕となって
いる。詳細についてはさらなる調査が必要とな
るものの，例えば，トヨタ自動車を筆頭に日本
の自動車メーカーは過剰在庫に関わるリスク回
避を極めて重要視する。結果，かんばんシステ
ムに代表される延期型の小ロット生産が主流と
なっている。一方，欧米は規模の経済を重視し
た投機型の大ロット生産が主流である。こうし
た相違を踏まえれば，当然，欧米の方が生産性
が高いという結果が生じ易い。さらに言えば，
コストを度外視した機械の導入などによる徹底
した自動化は経営上，正しくない場合が多い
が，生産性の観点からは指標を飛躍的に改善さ
せるわけである。また，小売業においては，週
一回の自動車によるまとめ買いといった購買行
動が主流の欧米とは異なり，刺身など賞味期限
の短い生鮮食品を好む日本人の購買行動は頻度
が多く，一度の買い物の量は小さい。こうした
購買行動の相違は日本の生産性を相対的に低下
させているだろう。

　しかしながら，労働生産性の向上は企業の利
益に大きく貢献する場合が多く，また労働者の
長時間労働の削減にも寄与する。よって，「日
本の労働生産性は高くはない」という事実を真
摯に受け止め，様々な要素を検討することは重
要である。もちろん，例えば“おもてなし”に
代表される日本型サービスが短期的利益を重視
したものではないために，生産性の向上には負
の影響を与えているとしても，リピートカスタ
マーやロイヤルカスタマーの創造に大きく寄与
し，長期的には企業に大きな利益をもたらして
いるということなら問題はない。しかしながら，

“おもてなし”による手間のかかる，きめ細か
なサービスが単に労働生産性の分母に該当する
労働者数や労働時間を大きくするだけで，利益
に貢献していないようであれば，抜本的な見直
しが必要になる。近年，企業側からすれば“お
もてなし”精神に基づき良かれと思い実施して
いることに対して，例えば包装に関しては顧客
からの環境への配慮が足りないといったクーム
が多くなってきているし，スピードが求められ
るなか，丁寧な作業が遅いと反発を招いたりも
している。“おもてなし”が本当に利益に貢献
しているのか？　逆に顧客に嫌悪感を与える

“過剰サービス”になっていないか？　十分な
検証が必要であろう。

図 3　サービス産業における主要国の労働生産性水準（日本＝ 100）（日本生産性本部 2018a）
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4．“おもてなし”を疑う

　とりわけ，2013 年の東京オリンピック招致
に向けたプレゼンテーション以降，“おもてな
し”は日本固有の素晴らしい慣習として，世間
から注目を浴びている。こうした動きに乗じ
て，商品やサービスにおいても，しきりに“お
もてなし”が強調されている。
　一方，このような“おもてなし”ブームに対
して，批判的な意見も広まってきている。日経
ビジネスは 2018 年 1 月 22 日号において，“お
もてなし”に対する批判的検討を行っている。
この特集では，まず企業の“おもてなし”に関
する事例が紹介されている。例えば，『プロが
選ぶ日本のホテル・旅館 100 選』で 2016 年ま
で 36 年間，連続 1 位という輝かしい実績を持
つ，石川県七尾市の和倉温泉にある創業 111 年
の老舗旅館である加賀屋においてすら，従来の

“おもてなし”を見直している。従来，茶菓子，
抹茶，煎茶，浴衣など，顧客が到着して部屋に
入ると，客室係が一つひとつ，部屋に持ってい
き，その度に「失礼いたします」と声をかけ正
座でふすまを開け，深々と頭を下げてから客室
に入るということが行われていた。こうした儀
式のような接客は計 8 回，1 時間にもおよび，

「できるだけお部屋に伺って，お茶を差し上げ
る」ということが長年受け継がれてきた理想の
接客であった。しかし，2017 年から訪問は 3
～ 4 回程度へと減らし，対応時間を大幅に短縮
させている。こうした変化は単なる業務削減を
目的としているのではなく，「到着したら早く
温泉に行きたい」という顧客の要望に応えるた
めであった。このような大胆な接客の変更を決
断した創業 5 代目の小田與之彦社長は「お客様
の満足度と我々のこだわりを点検して，変に自
己満足になっていた部分を見直している」，「客
室係がお部屋に何度も伺うことが，丁寧で至れ
り尽くせりのサービスという評価を頂いてい

た。それが加賀屋のこだわりでもあった。だが
最近ではお客様に対するアンケートで『到着し
たら早く温泉に行きたいのに，何度も部屋に来
るので時間がかかってしまう』という逆のコメ
ントが増えていた」とコメントしている。
　また，低価格ながらも店員がお茶を持ってき
て注文を聞き，牛丼を提供するというフルサー
ビスを貫いてきた吉野家のセルフ方式への模索
も紹介されている。この動きの背景にも単なる
業務削減効果に限定されず，顧客満足の向上を
志向している。吉野家ホールディングスの河村
泰貴社長は「吉野家のこだわりは創業以来のフ
ルサービス……このサービスは本当に顧客満足
につながるのだろうか。顧客満足に関係が薄い
努力に一生懸命になっているのではないか，と
いう仮説を持った」「フルサービスでは来店し
たお客様の動作を見て，どの席に座りそうか判
断をして素早くお茶をお持ちする。お茶を飲む
湯飲みの角度を見てお代わりをお持ちするのを
理想としていた。だが，これがともするとお客
様にとって居心地の悪さにつながっているので
はないか。特に女性客に対してそうなっていな
いか」とコメントしている。
　さらに，店員によるコーヒー提供を行ってい
るローソンの「提供時間の短縮」という要望に
基づくセルフ方式への模索も紹介されていた。
セルフ方式に対しては，従来通り，「店員に提
供してほしい」という顧客の声もあり，難しい
問題となっているようである。一方，GU にお
ける無人レジ化は精算にかかる時間が客 1 人当
たり 3 分の 1 程度に短縮され，さらに「顧客に
レジ作業をさせることが，果たして支持される
のだろうか」という懸念に対しても，実際利用
した顧客からは簡易な操作や待ち時間の短縮な
ど，概ね好意的に受け入れられている。この
他，来店時から販売員が張り付き，顧客の細か
なニーズを収集するという大塚家具の伝統的な
接客スタイルの大転換の事例も紹介されてい
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る。また，過剰品質という視点より，余分な機
能を削減し，価格を抑えたエアコンの事例，保
温機能はないものの「おいしい炊き上がり」の
実現により高価格ながら順調な販売を達成して
いる炊飯器などの事例も取り上げられている。
　さらに，約 1,000 人を対象に接客に関する意
識調査も行われている。調査の結果，「温かい
食べ物・冷たい食べ物を別々の袋に分けて入れ
る」，「弁当に添えられる“おしぼり”」のよう
な消費者の実益に直結するサービスが高く評価
される一方で，「タクシー運転手の自己紹介」，

「“どちらからお越しですか”など買い物と直接
関係しない声がけ」のように単なる形式的な
サービスは極めて低い評価となっている。また，

「“おもてなし”と 呼ばれることもある日本流
のサービスは好きですか。」という質問に対し
ては，“好き”32％，“どちらかといえば好き”
42.3％，“どちらともいえない”20.6％，“どち
らかといえば嫌い”3.8％，“嫌い”1.4％という
結果となっている。では，こうした結果をどの
ように捉えるべきか？　もちろん，さらなる詳
細な調査を行う必要はあるものの，まず，好意
的な意見が計 75％となっているので，効果的
であるとの見解もあるだろう。しかし，そのう
ちの“どちらかといえば好き”42.3％はそのた
めにわざわざ余分な金銭的負担を引き受けない
だろう。また，顧客満足度の向上にもそれほど
貢献しないとも捉えられる。

5．サービスの特殊性

　マネジメントおよびマーケティングの視点か
ら捉えるならば，サービスは商品とは異なる特
性を保持している。サービスの特性に関して，
Fisk, Grove, and John（2004，pp. 14―18）は，

「無形性」：サービスは実物を見たり触ったり手
に持ったり，それを棚の上に置いておくことが
できない，「同時性」：ほとんどのサービスにつ

いて生産と消費が同時に起こる，「異質性」：
サービス業にとって成果品質を標準化すること
は難しい，「消滅性」：ほとんどのサービスは消
費のために貯蔵しておくことができない，とい
う 4 点に注目している。また，Lovelock and 
Wirtz（2007，pp. 17―24）は，サービスとモノ
との 8 つの相違点として，「サービスには在庫
がない」，「無形要素がサービス価値を生み出
す」，「可視化が難しい」，「顧客が共同生産者と
なる」，「顧客がサービス経験を左右する」，「イ
ンプットとアウトプットの変動が大きい」，「時
間が重要な要素である」，「オンライン・チャネ
ルが存在する」を指摘している。
　また，Dixon, Toman, and Delisi（2013）は，
アメリカにおいて一般消費者を対象にサービス
に関する大規模な質問票調査を実施し，数多く
の興味深い事実を明らかにしている。まず，顧
客の期待を大きく上回ると顧客ロイヤリティも
向上すると考えがちだが，実際にはある程度，
期待を満たすことができればロイヤリティの向
上は止まってしまう（図 4）。このことを

“DELIGHT DOESN’T PAY”，つまり，喜びな
ど感動を与えるようなサービスを提供してもそ
のことに対して顧客は余分には支払わないと表
現している。また，商品の場合，ポジティブな
消 費 経 験 は ポ ジ テ ィ ブ な WOM（Word of 
Mouth：口コミ）に大きく寄与するものの，ネ
ガティブな経験はネガティブな WOM に大き
くは寄与しない（図 5）。しかし，逆にサービ
スの場合には，ポジティブな経験はポジティブ
な WOM に大きくは寄与しない一方，ネガティ
ブな経験はネガティブな WOM に大きくは寄
与する。つまり，サービスにおいてネガティブ
な経験を回避させることは極めて重要である。
さらに，サービスにおける再購買および消費額
に貢献する要因として，顧客の労力の削減，つ
まり顧客に骨を折らせない重要性を指摘してい
る。こうしたアメリカにおける調査結果は日経
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ビジネスが実施した日本における消費者への調
査で明らかになった，形式的なことよりも実利
が重要視されるという結果とも見事に符合する。
　このように顧客が感じているということは，
サービスを提供するスタッフも同様に感じてい
ることだろう。ただでさえ，形式を重んじ，丁
寧な対応により，作業量が増加していることに
加えて，それに対する顧客からの反応が鈍いと
なればモチベーションの大きな低下につなが
る。とりわけサービスの品質向上における従業
員満足の重要性は，Heskett, Jones, Loveman, 
Sasser, and Schlesinger（1994）など，多くの
研究によって指摘されているが，“おもてなし”
は大きな負の影響をもたらしている可能性があ
る。

6．おわりに

　サービスのマネジメントおよびマーケティン
グには商品と比較して，もともと難しい側面が
ある。そうしたサービスのなかでも，とりわけ

“おもてなし”にはさらなる困難さがある。例
えば，筆者の場合，加賀屋やローソンや GU に
おける“おもてなし”の簡素化には好意的であ
る。とくにローソンの店員によるコーヒー提供
は「100 円でそこまでしてもらって申し訳ない」
という思いを常々抱いていた。一方，吉野家の
セルフ店を訪れた際は正直，面倒に感じてし
まった。もっとも，その面倒さはカウンターで
会計し，席に座り，またカウンターまで商品を
とりに行かなければならないというオペレー

図 4　顧客サービスのロイヤリティへの影響　（Dixon, Toman, and Delisi 2013）

図 5　消費経験タイプによる肯定的な WOM　（Dixon, Toman, and Delisi 2013）
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ションに起因している部分があり，会計と同時
に商品を受けとれれば印象は随分変わっていた
だろう。
　こうしたことは，もちろん筆者の極めて主観
的な意見であり，人により大きく異なってくる
だろう。また，年齢に比例してサービスにおけ
る形式的な要素を重要視する傾向は高くなり，
所得も何かしらの影響を与えているかもしれな
い。
　このように，“おもてなし”のマネジメント
やマーケティングには格段の困難さが存在す
る。しかしながら，文化，慣習，行動規範など
は時とともに変化する。恐らく欧米の影響など
により，以前と比較すれば“おもてなし”にお
ける形式的な要素の重要性は随分，低下してい
るだろう。また，日本のサービス業の労働生産
性の低さ，人手不足や長時間労働といった問題
への対応といった視点からも，“おもてなし”
を批判的に検討し，各構成要素に対する消費者
ニーズの確認および業務内容の見直しは極めて
重要な課題である。とりわけ，人口の減少・市
場の縮小により競争が激化する国内市場におい
て，各社とも他社との差別化を目指し，いたず
らにサービスを付与しがちだが，こうした付与
が利益に貢献しないばかりか，逆に顧客，さら
にはスタッフの満足度を低下させ，利益を大き
く削ぐ結果に陥っている事態も想定すべきであ
る。
　今後の研究においては，こうした問題への解
決に寄与すべく，“おもてなし”サービスを企
画・運営する企業，現場で実践するスタッフ，
サービスを享受する顧客のそれぞれに個別訪問
面接調査，質問票調査，デプスインタビューな
ど質的・量的調査を実行し，“おもてなし”に
対する，提供する側と享受する側における認識
のギャップを明らかにしていきたい。
　本来あるべき，サービスを提供する側・享受
する側双方にとって Win-Win となる“おもて

なし”を提供するためには，デモグラフィック
だけでなく，サイコグラフィックを活用した
ターゲット顧客の決定，ターゲットとした顧客
のニーズを踏まえた大胆なサービスの削減およ
び新たなサービスの追加が重要なポイントに
なってくるかもしれない。
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