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《研究ノート》

伝統的旅行会社における
リアル店舗のサービス・コンセプト
サービス品質再定義の試み
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神田 達哉

一般社団法人サービス連合情報総研

This research contemplates how traditional travel agencies can maintain their market relevance by identifying the fundamental
business-to-consumer（BtoC）service values to which they should aspire in their physical outlets. Specific issues and challenges
are considered by means of questionnaires, interviews, and references to previous research. The ultimate goal is to utilize
industry market research to redefine the service qualities that agencies should strive to offer their customers. Three key
determinations are presented regarding the nature of travel agency services up until the point of purchase. 1）The employee
service process should be redesigned to guarantee that customers receive specialist and expert advice when discussing their
travel requirements. 2）Agency staff should be involved in the online dialogue with customers to build trust with them from the
point at which they begin examining travel options online up until they visit the agency in person. 3）An in-store “physical
environment” should be created to ensure that customers are professionally served with a layout and functionality that is fully
optimized for delivering the highest level of customer satisfaction.
キーワード：サービス品質、オムニチャネル、従業員満足、顧客満足、消費者購買行動
Keyword：Service quality, Omni-channel retailing, Employee satisfaction, Customer satisfaction, Consumer purchasing process
１．はじめに

インには訪問販売、移動販売、通信販売

1－1

などの無店舗による販売形態が存在する

研究の背景と目的

とからアプローチした。
1－2

先行研究

新型コロナウイルス感染症の流行拡大

が、本研究ではリアル店舗での店頭販売

以前の国内旅行市場は好況で、近年の国

を考察の対象とする。また、検討するビ

旅行会社のリアル店舗を対象とした研

内旅行消費額は概ね右肩上がりの増加傾

ジネスシーンは、日本国内で展開する

究は、既に様々な視点から進められてい

向にあった

BtoC 領域のレジャー市場である。

る。近年において、羽田利久（2018）は

。そうした状況下で、国内

（１）

流通費用の分析理論からリアル店舗の存

の主要な伝統的旅行会社における売上高

本研究の目的は、伝統的旅行会社がリ

に顕著な増加傾向はみられず、収益性に

アル店舗で展開する BtoC ビジネスにお

在価値を考察した。
また、
大西宏明（2020）

おいてはむしろ低下傾向にあった

。そ

いて、磨きをかけるべきサービス価値を

は商業施設への入居状況や駅からの距離

の原因の一つに、OTA（オンライン専業

明らかにすることで、市場における有意

など、出店場所の特徴がどのように推移

旅行会社）による取扱の拡大がある

性確保にむけた基本的な考え方を検討す

したかを調査した。サービスに着目した

伝統的旅行会社は売上増加や収益性向上

ることにある。具体的には、アンケート

研究として、丸山政行（2013）はWebに

を果たすうえで、オンライン販売のさら

調 査 や イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を も と に、

よる流通構造の変化は旅行業に限らない

なる取扱拡大を図る必要がある。その一

Heskett, J.L. et al.（1994）による「サー

としたうえで、対面店舗型から Web 取

方で固有のチャネルとしてのオフライン

ビス・プロフィット・チェーン」を参照

引に取って代わることが従来型旅行業の

において、顧客へ提示するサービス価値

したうえで問題や課題を整理し、先行研

終焉になりかねない状況とした。他方、

に磨きをかける必要性を排除することは

究を踏まえたうえで消費者へ提案する

小里貴宏（2013）はサービスにおける

できない。それは持続可能な競争優位を

サービス品質の再定義を試みるものであ

IHIP特性（５）の変動性に注目したうえで、

確立するにあたって、
「他よりも優位性を

る。その際、リアル店舗を利用する消費

インターネット時代にリテール店舗を改

維持しやすい市場」としての「競争の舞

者の購買行動プロセスに即し、購買前段

めて輝かせるためには、時代や社会的な

台」 を保有している点を強みと捉える

階から購買に至るまでに伝統的旅行会社

文脈によって変わり続ける顧客ニーズの

ことが可能なことに依る。なお、オフラ

が関与する価値提案の機会を整理するこ

理解が最も重要になると論じている（６）。

（２）

。

（３）

（４）
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これらの指摘の共通点は、リアル店舗を

するOMO（Online Merges with Offline）

する商品に比べて、サービスの質の評価

媒介として顧客へ提案するサービス価値

の概念を示した。この点に関連してHult,

は一般的に困難とされる。評価対象の品

が失われていることを拠り所にしている

G.T.M.（2019）は、オンラインとオフライ

質を消費者行動モデルの購買段階を境目

点にある。

ンをトータルにマネージできない企業は

として細分化することは、新たなサービ

衰退する可能性があると指摘している。

ス品質の再定義を試みるにあたって議論

ビス・コンセプトの検討にあたり先行研

なお、オムニチャネル小売業に必要な視

が混迷することを回避できる点において

究を概観し大別すると、３つの観点が見

座として、オムニチャネル・マーケティ

有意と考える。

出せる。第１はサービス品質を評価する

ングを初めて体系的に論じた Verhoef,

主体の検討にある。旅行会社のサービス

P.C. et al.（2015）は、消費者が情報探索

品質は、サービス提供側の管理者や提供

や購買プロセスでチャネルにどのように

本研究でリアル店舗のサービス価値を

者、利用者の視点から評価可能だ（Shi, P

影響され行動するのかを見極める必要が

検討する意義は、消費者へそれを十分に

and Hu, Y.、2020）。た だ し、管 理 者 は

あるとした。消費者の視点を中心に据え

示すことができていない点に起因する。

サービス品質を過大評価してしまう傾向

て検討する点においては、先のアプロー

新型コロナウイルス感染症の流行以前よ

があり、サービス提供者は誤った方法で

チと共通する。これらを踏まえ、伝統的

り、インターネットショッピング利用の

過小評価してしまう傾向がある（Tsang,

旅行会社のリアル店舗を利用する消費者

拡大や国内の人口減少によって店舗の役

M. and Qu, H.、
2000；Ukwayi, J.K. et al.、

の購買行動をベースに、オンライン、オ

割が変わりつつあることが指摘されてい

2012）。González, M. et al.（2007）は、利

フラインの両チャネルを一体的に捉えた

た（９）。金融機関や通信会社、書店などの

用者の満足度とロイヤルティを高めるた

うえで最適なコミュニケーションのあり

店舗においては、あらゆる議論のもとリ

めには、利用者の視点からの現実的で適

方を論じていくこととする。

アル店舗に関わる様々な施策が進められ

その立場のもと、顧客へ提示するサー

1－3

研究の意義と方法

切なサービス品質を提供することが重要

最後に、第３は品質評価のタイミング

と論じている。以上を踏まえ、価値提案

を 検 討 す る こ と に あ る。Grönroos, C.

を実現するサービス品質を利用者の視点

（2007）は顧客が認識するサービス品質と

伝統的旅行会社のなかで、例えば JTB

から考察することとし、消費者購買行動

して、結果に関する技術的品質と過程に

におけるリアル店舗の数は図－１のとお

モデルに即した研究とした。

関する機能的品質の２つの側面を示し

り減少傾向がみられる。他方、実務家が

た

。それは旅行業の場合、最終的な旅

必要性を述べる有益なサービス提案（12）が

根孝（2020）は小売店舗の存在理由を検

行消費に関わる結果の品質とそこに至る

店舗で実践されているとの社会情報の流

第２は流通チャネルの検討にある。関

（８）

ている（10）。しかしながら、旅行業におけ
る取組状況は必ずしも芳しくない（11）。

討するにあたり、
「オンラインの成長がオ

までの全ての過程に関わる品質と捉えら

通状況は、限定的と捉えざるを得ない。

フライン（実店舗）にマイナスの寄与を

れる。ただし、本研究で着目する伝統的

それは、旅行会社のリアル店舗に対する

する、あるいはオフラインとオンライン

旅行会社におけるリアル店舗で提案する

消費者の「ニーズ」（13）が26.9％にとどま

の選択論と言う視点ではなく、両者を体

サービスを検討する際、流通の役割を担

る点から措定できる（表－１）
。国民１人

系的にマーケティングする『オムニチャ

う店舗で商品を購買してもらうことを

当たりの宿泊旅行平均回数が年間2.3回

ネル論』の立場」から研究した。オンラ

「結果」とみなすことも可能だ。つまり、

である（14）ことから、半年に一度程度の来

インとオフラインを二項対立で捉えるこ

販売前に提案するサービスの過程品質と

店需要は想定される。しかしながら、購

と自体が意味を成さなくなっている点は

商品販売時における結果品質からなる

買頻度が同程度あるいは下回ると想定さ

おり、 「旅行相談に関わるサービス品質」と、販

れる商品やサービスを取り扱うリアル店

藤井保文（2020）も同様に論じて

（７）

両者を一体のジャーニーとして捉え、こ

売後の「旅行消費に関わるサービス品質」

舗（15）よりも、旅行会社のリアル店舗に対

れをオンラインの競争原理から考えると

とに分離可能といえる。物理的形態を有

する「ニーズ」は乏しい。情報やコンサ

表－１

図－１

リアル店舗の「ニーズ」

JTB 国内店舗数の推移

出所：JTB パブリッシング『JTB 時刻表』（16）をもとに筆者作成

出所：サービス連合情報総研（2019）をもとに筆者作成
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ルティングを求める顧客に対するコミュ
ニケーションにおいて検討の余地を残し
ているといえる。
本論文の主な研究方法は、文献調査、
アンケート調査、そしてヒアリング調査

図－２

の３点である。特に、労働組合の組合員

出所：佐藤和代（2012）p.51図表3－5をもとに筆者作成

サービス・プロフィット・チェーン

を対象としたアンケート調査および組合
体像を描き出すこととしたい。

役員を対象としたヒアリング調査は、企

る主体足り得るならば、本章冒頭の提示

業内労働組合との協働経験に依るところ

内容を検討する意義があると捉える。そ

が大きい。その意味では、参与的観察の

こで本章においては、従業員満足及び顧

手法を採用したと言える。なお、本論文

客満足の調査結果を分析し検討すること

伝統的旅行会社の企業内労働組合２組

は、筆者個人の責任で執筆したものであ

で、サービス・プロフィット・チェーン

織において実施された組合員意識調査（21）

り、
所属組織の見解を示すものではない。

における問題点や課題を抽出することと

をもとに従業員満足を検証する。図－２に

する。

よると、従業員満足はリテンションと生

２．サービス価値への着目
Kotler, P. et al.（2002）は、「組織がプ
ロフェッショナル・サービスにおいて成

2－2

従業員満足

産性の向上を導く。前者については全体
2－1 サービス・プロフィット・チェーン
サービス・プロフィット・チェーンは、

の７割が否定的な所感を示した
（表－2A）。また、後者に関わる仕事量や

功するためには、顧客満足と従業員満足

Heskett et al.（1994）が顧客と従業員の

その質について、肯定的な回答が半数程

との両方を達成することが求められる。

満足を収益性に関連付ける評価手法とし

度に留まる点が明らかになった（表－2B、

その基本となるのがサービス・プロフィ

て、サービス企業の分析をもとに開発し

C）。一方、従業員満足を構成する内部

ット・チェーンだ」

と論じている。同

たものである。
その流れは図－２に示した

サービス品質について、佐藤（2012）は

書におけるプロフェッショナル・サービ

とおりで、サービス提供企業における図

「やりがいのある仕事をどのように職務

スの提案主体は、
「法律や医療、経営コン

中のそれぞれの要素の間には因果関係が

設計するか、サービス従業員に対する教

サルティング、建築、エンジニアリング

連続していることが示されている。

育訓練、適切な評価と報酬、等の人的資

（17）

伝統的旅行会社において図中の最終目

源マネジメントがそのポイントにな

その原理は「例えば広告代理店や広報コ

標達成が困難である要因をサービス・プ

る」（22）としている。評価に関する理解・

ンサルティング会社、マーケティング・

ロフィット・チェーンに求めて、次節以

納得度合いは半数超が肯定的に捉える

リサーチ会社など、他のプロフェッショ

降において検証する。ただし、全ての要

（表－2D）ものの、教育訓練や賃金に対す

（19）
ナル・サービスにも応用できるだろう」

素を網羅して指標を数値化することは困

る不満が多数を占めた（表－2E、F）。な

と示す。前章３節で参照した実務家が述

難なため、本研究においては「従業員満

お、賃金に対する満足度は B 労働組合に

べるように伝統的旅行会社のリアル店舗

足」と「顧客満足」に焦点を当てる。そ

おいても低く、
（経年的な賃金改善が実施

においてコンサルティングが実践され、

の際、それぞれで抽出した問題点や課題

される過去と比較して）
「まだ不満」「か

プロフェッショナル・サービスを提案す

を総合して、必要と考えるサービスの全

なり不満」との回答は、全体の57.0％で

表－２

表－３

といった分野の専門家」 である。ただ、
（18）

従業員満足調査

出所：A労働組合組合員意識調査（2020）を
もとに筆者作成

従業員満足調査

出所：B 労働組合組合員生活実態・意識調査（2020）（20）をもとに筆者作成

－73－

日本国際観光学会論文集（第28号）March,2021

した状況で働くことができている人は

係、作業条件、給与、身分、それに福利

さらに意識調査の結果について

53％にとどまる（表－3C）。表－3Dは「成

厚生などのもの」（26）が相当する。
「動機

Herzberg, F.（1968）による「動機づけ・

長」、表－3Eは「昇進」への所感を尋ねた

づけ要因」の検証と同様、調査内容のう

衛 生 理 論」を も と に 検 討 し た い。

ものだが満足度は乏しい。概観すると、

ち、各要因の現状を把握できる項目もし

あった。

Herzberg は、「集団の中での人の職務態

「動機づけ要因」
を満たす状態が広く等し

くは把握するにあたって参考になる項目

度と職務満足の関係性に着目し、どのよ

く職場に行きわたっていると捉えるのは

を抽出し、表－５に示した。なお、「会社

うな満足が職務態度に効果的な影響を及

困難である。なお、概念としての職務満

の方針」は A、
「管理」は B、
「監督」は

ぼすのか（田中規子、2009）」について探

足 を 最 初 に 指 摘 し た の は Hoppock, R.

C、
「対人関係」は D、
「作業条件」は E、

求した。そして当該理論では「仕事への

（1935）とされる。田中（2009）は、職務

福利厚生は F、そして「給与」は表－2F

満足（そしてモチベーション）に関連す

満足にはHerzbergの「動機づけ要因」以

を参照する。概観すると、いずれの項目

る諸要因は、仕事への不満足を生み出す

外にHoppockが示す「生活の満足感」が

とも全体の３割超が否定的な見解を示し

諸要因とは別物である」とし、
「仕事への

大きな影響を与えていることを明らかに

ている。また、
「給与」や「企業の方針」、

満足と仕事への不満足の中身を吟味する

している。B 労働組合において「生活全

「福利厚生」
、そして「管理」の不満足度

際、それぞれに別々の要因を検討しなけ

般 に つ い て の 印 象」を 尋 ね た 結 果 は

合いが高い。そのなかでも、
「そう思わな

ればならない」

表－4A のとおりである。消極的な回答も

い」とする強い不満足を「給与」や「管

第一に「動機づけ要因」の充足度を確

含めて「楽しい」としたのは半数に満た

理」に対して抱く従業員が多い。これら

認する。職務満足を充足させる要因には、

ない。加えて、表－4B にあるように「仕

の「衛生要因」はあくまで不満足を引き

事と家庭のバランスをとりたい」と考え

起こす原因であって、例え何らかの施策

（24）
任、それに成長あるいは昇進」
がある。

つつも仕事に傾倒してしまう人が半数近

によって改善が図られたとしても従業員

表－3A にあるように、働きがいを感じる

くを占める。Hoppockは「職務満足とは、

満足には直結しない。
「衛生要因」を「職

ことのできる「達成感」を味わう機会が

彼らの仕事と生活とが、独立して存在す

場の満足感」と「ストレス」と捉えた田

乏しいと感じる従業員が69％を占める。

るものではなく、相互依存関係にあるの

中（2009）の考察によると、
「ストレス

また、適材適所を実感しやりがいを感じ

ではないかという言説（田中、2009）
」を

は、達成感や職務満足に正の影響を与え

る従業員は半数に満たず、「仕事そのも

導いた。職務満足要因の一部である家庭

ている。この逆説的な結果については、

の」への問題意識を抱える社員が半数い

生活においても広く満足感が得られてい

適度なストレスもまた、達成感や仕事の

る（表－3B）。それに、業務において一定

る状態にはない点も付記しておきたい。

満足を得るには重要な要因である」とあ

の「責任」を負うことが働きがい創出に

第二に「衛生要因」の充足度を確認す

る。しかしながら「二種類の欲求（27）のど

つながると捉える人のうち、実際にそう

る。「企業の方針と管理、監督、対人関

ちらも職場における人間的条件の一部で

としている。

（23）

「達成、達成の承認、仕事そのもの、責

表－４

従業員満足調査

表－５

出所：B 労働組合組合員生活実態・意識調査（2020）（25）をもとに筆
者作成

表－６

従業員満足調査

出所：A 労働組合組合員意識調査（2020）をもとに筆者作成

従業員満足調査

出所：B 労働組合組合員生活実態・意識調査（2020）をもとに筆者作成
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あり、一方の欲求が満たされない場合、
別の欲求が完全に満たされていても満足
（28）
感は得られない」
との論を踏まえると、

企業は従業員の不満足解消を忌避する正
当性は乏しい。従業員満足向上につなが
る取り組みと同時に、不満足を可能な限
り減少させるに至る内部サービス品質の
設計が必要だ。
加えて留意すべき点に「人手が足りな
い」との回答が８割超に及ぶ事実がある
（表－6A）
。職場においては、業務が逼迫
し従業員に負荷が掛かっている状況が想
定される。表－6B の調査結果を踏まえ、
従業員は債権債務上の課題（提供する労
働の質や量に見合った賃金を受け取って
いない）を感じていると措定するに至っ
た。従業員満足を提供するサービス品質

図－３

において「ゆとり」が失われている状況

出所：サービス連合情報総研（2019）をもとに筆者作成

消費者対象アンケート調査

が明らかになった。
で示すとおり、消費者の「ニーズ」が高

になった。最後に、旅行会社のどのよう

い他業種の店舗に旅行会社のリアル店舗

な店舗へ行ってみたいか（図－3C）、そし

本節では、事業者からのサービス提案

が隣接していたとしても、訪問を促す可

て販売員に求める接客（図－3D）を確認

の実施状況が顧客満足に至っているかに

能性の上昇率は限定的である。次に、旅

した。店舗内のハードよりもソフト面を

ついて、消費者意識調査

の結果から検

行会社のリアル店舗のイメージを確認し

重視していることがわかり、顧客の気持

証する。また、サービス従業員の立場か

た（図－3B）。「ニーズ」の有無に関わら

ちに寄り添う接客が実践される店舗を消

ら有意な価値提案を実現できているかの

ず「不要な存在」との回答は多数を占め

費者は求めている。旅行相談のために店

所感を C 労働組合役員にヒアリングした

ず、問題と感じているイメージが改善さ

舗へ気軽に訪問してもらえる店づくりが

結果を示す。

れれば訪問意向が高まる可能性を示唆す

必要なことが明らかになった。

2－3

顧客満足

（29）

（１）消費者を対象としたアンケート調査
旅行会社のリアル店舗に対する「ニー

る結果となった。
「待たされる」
「申込を
しないといけない雰囲気」が敬遠され、

（２）労働組合役員を対象としたヒアリン
グ調査

ズ」
が低迷する理由を検討するにあたり、

「ニーズ」が無い人は「気軽に旅行相談が

前項で示した消費者アンケート調査の

その立地に依る影響を確認した。図－3A

できる」との認識が乏しいことが明らか

定量的データを、C 労働組合連合会非専

表－７

労働組合役員ヒアリング調査
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従役員への聞き取り（30）によって多面的か

覚悟する必要がある。１章２節の先行研

目 を FMOT（店 頭）
、２ 度 目 を SMOT

つ質的側面から補強する目的で調査し

究で示したように、研究対象における問

（体験）としている（奥谷孝司、2016）」

た。労組執行部として対置する社および

題点は顕在化しているにも関わらず長年

との捉え方を無形財に置き換えたものと

社が属するグループの経営計画や事業運

放置され続けており、課題解決に着手す

もいえる。前者は第３章において論じ、

営状況に精通し、総合的俯瞰的な観点で

るのであれば可及的速やかな対応が肝要

後 者 は 別 の 機 会 で 研 究 す る。そ の 際、

所感を述べることができる可能性が他の

だ。

Lovelock and Wirtz（2007）によるサー
ビス・マーケティング・ミックスのフレー

従業員より高い点において、選抜の妥当

そこで本研究においては、枠組みのな

性が保たれるものと捉える。インタビ

かの「サービス品質」に注目することと

ュー内容は、伝統的旅行会社のリアル店

した。その背景には三点の考え方がある。

舗における「人」が提案するサービス価

①売上の増加、収益性の向上たるゴール

値の品質についての所感調査や、顧客と

にできるだけ近接しており、短期的に目

討

のインタラクションに関する問題点提起

標が達成できる可能性を秘めている。②

表－８で示した「8P」の各項目は、
「競

を中心とした８項目とした（表－７）。そ

目標達成の大きな原動力となる顧客ロイ

争の激しい市場で顧客ニーズを満たすた

の結果、顧客に寄り添った相談業務にタ

ヤルティに大きな影響力を有する要素と

めの効果的なマーケティング戦略に不可

スクを特化し、サービス・エンカウンター

して存在している。③内部サービス品質

欠であり、サービス・マーケティングの

が思いを伝える場であり顧客のことを知

に影響を及ぼすベクトルの起点も兼ねて

８ つ の 戦 略 手 段（Lovelock and Wirtz、

る場として機能することを求める声を収

いるため、結果として従業員満足の向上

2008）（36）」をあらわす。本章では、人的

集することができた。

につながる。

付加価値を伴う購買に至るまでの旅行相

ムから検討したい。
３．旅行相談に関わるサービス品質の検

その際、本章で記した検証結果を踏ま

談におけるサービス品質向上方につい

え、顧客が気軽に相談できる環境を醸成

て、８つの項目のなかから３つの項目へ

サービス・プロフィット・チェーンの

するために従業員にゆとりを感じさせる

の着目を通じて検討する（37）。
具体的には、

枠組みのもと、売上を増加し収益性の向

ようなタスクの選択と集中を織り込むこ

第１節では「サービス・プロセス」、第２

上を図るためには「顧客に満足を与える

ととしたい。そして、先行研究レビュー

節では「人」
、そして第３節では「物理的

従業員を満足させなければならない

に基づき、次章以降では消費者の購買行

環境」の観点から述べる。

2－4

小括

（Kotler et al.、2002） 」。た だ、内 部
（31）

動モデルに即して研究する。
3－1 「サービス・プロセス」の再設計

サービス品質の最適化を図るにあたっ

なお、個人顧客がプロフェッショナル・

て、
「思い付きや偶然に頼って新たなサー

サービスを購買する際の意思決定プロセ

前章で旅行会社のリアル店舗における

ビスを創出するのは望ましくない

スは、図－４で示した段階を辿る（34）。サー

あるべき姿を、顧客は気軽に訪問するこ

（Kotler et al.、2002）（32）」。つまり、綿密

ビス品質は購買後に評価されるとある

とが可能な、
サービス提案にあたって「ゆ

な戦略策定のもとでの制度設計が求めら

が、小里（2011）による「人的付加価値」

とり」を背景とした内部サービス品質が

れ る。具 体 的 に は、Lovelock, C. and

と「商品付加価値」に大別した旅行会社

構築されている状態であることを述べ

Wright, L.（1999）が「職場設計、職務設

の提供サービスの考え方

た。これらは、必ずしも元のプロセスの

計、従業員の選抜・育成、従業員への報

評価の機会が二度発生するとの前提で論

設計が不適切であったことに原因がある

奨・表彰制度、サービス提供のための各

を進めたい。具体的には、人的付加価値

のではない。
「技術革新や顧客ニーズの変

種ツール」を対象として挙げている

を伴う購買に至るまでの旅行相談に関わ

化、サービス特性の追加や新たなサービ

ただ、それらに取り組むことは重要なも

る品質評価と、人的付加価値及び商品付

スの出現によって既存のサービス・プロ

のの、図－２に示した一連の流れを辿って

加価値を伴う旅行消費に関わる品質評価

セスでは十分に対応できなくなってしま

最終目標を達成するには相当な長期戦を

である。これは、後述する「P&Gでは消

っ た（Lovelock and Wirtz、2008）（38）」

費者が製品（または製造者）を評価する

からである。うまく機能しなくなったプ

機会は大きく２度あるとしており、１度

ロセスを再生するためには、サービス・

。

（33）

表－８

図－４

を援用して、

（35）

サービス・マーケティングの「8P」

個人の購買決定プロセス・モデル

出所：Kotler et al.（2002）訳書 図8－3をもと
に筆者作成

出所：Lovelock and Wirtz（2008）訳書26ページをもとに筆者作成
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表－９

サービスの再設計の５類型

出所：Lovelock and Wirtz（2008）訳書243～244ページをもとに筆者作成

プロセスの再設計が必要だ。Lovelock

重なる。藤井保文・尾原和啓（2019）は、

てGoogleが提唱したのが真実のゼロの瞬

「デジタルで絶えず接点があり、
たまにデ

間である」と論じている。その ZMOT

ジタルを活用したリアル（店や人）にも

（Zero Moment of Truth）に つ い て、

来てくれる」状態をアフターデジタルと

Lecinski, J.（2011）は「顧客は店舗に来

フィット」が気軽に相談できる環境であ

表現している

。顧客との接点をオンラ

てから買うものを決めるのではなく、来

るとき、必ずしもリアル店舗で実践する

インに集約することで、リアルの場所が

店前にインターネットでの下調べを通じ

必要のないタスクを「削減」することや、

「密にコミュニケーションできるレアな

て意思決定を済ませることが多くなって

and Wirtz（2008）は、サービスの再設計
方を表－９のように類型化した。
第１のコンセプトにある「顧客のベネ

（39）

になると論じている。島川崇

いる」とする。加えて、旅行サービスは

に値する。表－10は、西堀敏明・中野潔

（2011）は、旅行業を取り巻く環境と今後

日用品などの消費財に比べて消費者が参

（2004）が論じた、旅行会社のリアル店舗

の展開について述べるなかで、
「中間者の

照する情報量が多く、ZMOTに影響され

が保有する機能を整理したものである。

存在意義は、ネットでは絶対に感じるこ

る可能性が格段に高いことも示してい

気軽に相談できる環境を整備するには、

とができない直接、接する『人のぬくも

る。

「セルフ・サービスに移行」するのは検討

接点」

（40）

とした。レアな接点

こうした状況は国内の研究においても

の各機能をオンラインへ移管し、
「経営管

たるリアル店舗において相談に特化した

明らかにされている。インターネットに

理」機能は本社等のバックオフィス部門

コミュニケーションでサービス品質を確

より消費が喚起され、リアル店舗や EC

へ移すことが肝要だ。顧客が旅行商品を

保したい。

以外での通販で購買される市場を「O2O

「商品説明」や「商品提供」、「商品管理」

り』にこそある」

（41）

（Online 2 offline）市場」とした野村総合

購買するまでのサービス提供側のタスク
を可能な限り合理化することが求められ

3－2 「人」による関与の再検討

る。

店舗へ如何にして誘導するかを検討す

Levitt, T.（1981）は、
「無形財を提供す
る企業は人間に依存する部分が多いた

研究所（2015）は、図－５に示した試算結
果を発表した。旅行・交通の「O2O比率」

るときにどのようなコミュニケーション

は他を圧倒しており、旅行会社のリアル

が必要となるか。小宮路雅博（2012）は、

店舗での購買に際し、消費者がインター

め、品質管理が大変難しい」としたうえ

「顧客と提供サービスとの出会い」
が意味

ネットを使用して情報収集を行っている

で、品質管理を容易にする手法を「サー

するものをサービス・エンカウンターと

可能性が高いということを示唆してい

ビスの工業化」として提言した。それは、

したうえで、
「人的要素とのエンカウン

る。この行動について吉井健（2017）は、

サービス産業において人間に依存する割

ターにおけるサービス評価の決定的瞬

合を減らすことであり、労働の質を変え

間」を真実の瞬間（moment of truth）と

るように作業を再設計することとしてい

記している

る。そのうえで、
「顧客の心のなかに、自

of truth）は「P&G が提唱し、店頭が購

社の存在とサービスの中身を常に新しく

買意思決定の最終場面として重要であ

意識させる（Levitt、1981）」必要がある。

り、ここに真実の第１の瞬間がある」と

それは、
「アフターデジタル」の概念とも

し、奥谷（2016）はまた、
「これを踏まえ

表－10

「知覚リスクを低減するために、
チャネル
スイッチを行い、
情報探索と購買を行う」

。FMOT（First moment

（42）

旅行会社のリアル店舗が保有する機能

図－５

イ ンターネットが影響を与えて
いる消費の規模の試算結果

出所：野村総合研究所（2015）22ページ図13

出所：西堀・中野（2004）をもとに筆者作成
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と指摘する。また、インターネットでの

ていると感じさせるような露骨なコミュ

所を大幅に削減することが可能なため、

情報探索後にリアル店舗で購買を行う人

ニケーションであっては逆に信頼感を失

顧客ニーズを第一に考慮した設えが検討

を「リバース・ショールーマー」とした

ってしまうことに気を配る必要がある。

できる。つまり、現下の店舗面積を必要
としない。例えば、スティンザー効果を

うえで、
「情報探索行動にはソーシャルメ
ディアが大きな影響を与える」とも示し

3－3 「物理的な環境」を演出するオーセ

期待した座席配置への転換や、ラフな行

ンティシティの表現

動を可能とするハイチェアーを準備する

消費者の知覚リスクを緩和させるため

リアル店舗が「選ぶ場所」から「答え

のも一考だ。

には、何より信頼感の醸成が必須だ。無

合わせをする場所」へと役割が変容した

形財を購買してもらうためには、何らか

ことを踏まえると、
プロフェッショナル・

の「代替物」を通じてそのサービス提供

サービスを裏付けるオーセンティックな

本研究では、伝統的旅行会社がリアル

者から財を購買しても大丈夫との確信を

空間へとサービス・システムの機能向上

店舗で展開する BtoC ビジネスにおける

抱かせる必要がある。ツーリズムにおけ

を図ることが肝要といえる。
「商品説明機

サービス価値向上の必要性を述べたうえ

る ZMOT を意識したコミュニケーショ

能」や「情報提供機能」を店内に実装す

で、その品質に関わる再定義を試みた。

ン に つ い て、Hu, L. and Olivieri, M.

る必要性は大幅に縮小する。つまり、顧

前章ではまず、オンラインでの顧客との

（2020）の研究がある。Club Med のケー

客へさらなる安心感を醸成するための

つながりを中心に据えたうえで、レアな

ススタディとして、顧客エンゲージメン

「存在認識機能」を強化する必要がある。

接点たるオフラインの場を顧客が気軽に

ト促進にあたりソーシャルネットワーク

もとより、消費者は特定の商品やサービ

相談できるような環境とするよう示し

上でブランド認識を高める必要性を示し

スに限らずあらゆる財に対して真正性を

た。「人」ならではの価値提案が実践さ

た。先の節で示した「商品説明機能」
「情

求めている（Grayson, K. and Radan, M.、

れ、
「競争の舞台」たる資産が有意化する

報提供機能」およびそれらに付随する「商

2004）。そのうえ、
真正なものに接するこ

と考える。次に、消費者の多くが店舗訪

品管理機能」を ZMOT への対応策とし

とや体験することがツーリズムに対する

問以前に情報探索する行動プロセスを踏

てSNSの活用を検討したい。消費者との

モチベーションとして界隈で議論されて

まえたうえで、効果的なコミュニケーシ

インタラクションを踏まえたネットワー

いることから、販売する商材として相性

ョンをおこなう必要性を述べた。無形物

ク構築にあたっては、アパレルやコスメ、

もよい。ZMOTにおけるコミュニケーシ

を購買するための信頼につながる代替物

家具の販売現場で活用されている

ョンをベースとして、FMOTにおいては

を販売員への共感とする他産業の知見は

の取り組みは示唆

カスタマイズ性に富む商品特性を背景と

示唆を与えると考え、知覚リスク軽減に

を与える。リアル店舗の販売員がインス

した個別化やインプロビゼイション（即

至るソーシャルメディアを介したつなが

タグラムを通じて自身のセンスやライフ

興サービス）の体験を通じたサービス価

る体験によってサービスの価値は向上す

スタイルを表現することで、消費者へそ

値向上を期待したい。
「単に情報と人とを

ると捉える。最後に、既に相応の購買意

の販売員からの商品購買意欲を向上させ

マッチングさせるのではなく、他の人の

思決定を済ませて来店する顧客に対し

リアル店舗へと誘因する仕組み

情報を参照した上でまた新たな情報を提

て、パーソナライズされた商品を迅速に

売員のストーリーやバックボーンへの共

示する、リコメンデーション」

がその

提案することで的確な one to one コミュ

感が有意な「代替物」として機能してい

場で展開されることで、プロフェッショ

ニケーションを実践し、プロフェッショ

る。そこで留意しておきたいのは、
「もは

ナル・サービス提供者への信頼性が向上

ナル・サービスの真正性が感じられる機

や私たちの周りには、摂取しきれないほ

するだろう。

会を提供する必要があることを提示し

ている。

「STAFF START」

（43）

だ。販

（44）

（48）

どの情報があふれているということ（高

また、サービス環境は「サービスを提

４．むすびに

た。
伝統的旅行会社におけるリアル店舗の

広伯彦、2013） 」である。流通情報量

供する場所としての機能を果たし、顧客

と消費情報量には大きなアンバランスが

ニーズを満たさなければならないため、

サービス・コンセプトに関する研究例は

ある（46）ため、心理学における選択的注意

空間レイアウトと機能性が特に重要であ

少ない。このことから、本研究では既存

とされる「自分にとって重要だと認識し

る （Lovelock and Wirtz、2007）
」
。病

のサービス・マーケティング研究をベー

た情報だけに注意を示すという認知特

院を彷彿とさせる待合スペースや、顧客

スとして、実証研究を踏まえながら探索

性

に強迫観念を抱かせるようなカウンター

的にサービス品質の再定義を試みること

などで『見つけられる（Get Found）』こ

席など、旧来からの様式美

は必要とさ

で研究を進めた。先行研究事例が乏しい

とを目指す、インバウンドマーケティン

れない。提供機能を限定することによっ

テーマゆえに、制約された条件下で研究

グ」の実践が求められる。どれだけ消費

て、金銭やクーポン券類および情報の管

に取り組んだことから限界性があり、今

者行動を意識したとしても、売り込まれ

理区画、また販売促進ツール等の保管場

後の課題も多いと考えている。今般は

（45）

」を理解するとともに、「検索結果

（47）

（49）

（50）
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サービス価値に着目する研究だったが、

から約２年で閉店した。また、全国12

たす人の回答。A／難しい仕事をやり

従業員満足を充足させることはサービス

店舗で「相談料金」の収受を試行した

遂げたときに一番働きがいを感じる人

提供企業にとって重要な経営上の課題で

が、
「多くのお客様のご意見を踏まえた

（n＝327）、C／仕事に責任を持たされ

結果（JTB、2019）
」終了した。

たときに一番働きがいを感じる人（n

日経ビジネス
（2019年６月24日）
81ペー

＝103）、D／自分が進歩・向上してい

を対象には含めていないが、新たな観点

ジ、田川博己による以下発言を参照し

ると実感したときに一番働きがいを感

においてリアル店舗における販売のあり

た。「リアル店舗はどんどん減ります

じる人（n＝324）
、E／昇進したときに

方や活用の方法について議論の余地があ

よ。生き残る策は会員制のようなビジ

る。実務における課題を解決するために

ネスですね。自ら会員になる人は、オ

も、消費者文脈における当該領域の研究

ンラインでは得られないホットな旅の

11月、回答率：83.9％（有効回答件数

が蓄積されることを期待する。

情報を求めています。もう一つは富裕

1,410件／配布数1,680件）
。B労働組合：

層をきちんと取り込むことです。
（中

調査時期：2020年１月～３月、回答率：

略）富裕層向けビジネスをする際に重

53.8％（有効回答件数1,052件／配布数

要になってくるのがコンサルティング

1,954件）。いずれも全組合員を対象と

力です。そこがオンライン旅行会社と

し、無記名、封筒密閉回収方式にて回

の違いが出せるところです」

答を回収した。設問数、設問内容は異

あることは強調しておきたい。本研究で
は新型コロナウイルス感染症に伴う影響

注
観光庁（2020a）を参照した。

（１）


JTB 連 結、日 本 旅 行 単 体、KNT-CT

（２）


ホールディングス連結、それぞれにお

（12）


ここでの「ニーズ」は、
「過去１年以内

（13）


一番働きがいを感じる人（n＝66）
A 労働組合：調査時期：2019年10月～

（21）

なる。

ける売上高及び営業利益率について各

にリアル店舗への訪問実績がある」ま

（22）

社財務諸表（2015－2019年度）を参照し

たは「今後３年間にリアル店舗に訪問

（23）

た。

する意向がある」と答えた人をあらわ

（24）

牛場他（2018、41～43ページ）は、2015

す。なお、取り扱う商品やサービスの

（25）

年度と2017年度のオンライン販売額を

購入とは無関係な立ち寄りや、付き添

OTA が16,497億円、22,432億円、伝統

いでの訪問、私用以外の業務などでの

的旅行会社が7,114億円、7,545億円と示

利用、および海外の店舗は対象外とし

（26）

した。また、経済産業省（2020）は、

ている。

（27）

（３）


2015年以降各年の旅行サービスにおけ

（14）


る BtoC-EC 市 場 規 模 を 28,850 億 円、

（15）


佐藤（2012）52ページ
Herzberg（1968）訳書15ページ
前掲16ページ
変数 B は以下条件を満たす人の回答。
仕事と家庭のバランスをとりたいと考
える人（n＝548）
Herzberg（1968）訳書16ページ
前掲35ページ「苦痛を避けようとする

観光庁（2020b）６ページ
例えば、一般社団法人日本自動車工業

動物的な欲求と、心理的に成長しよう
とする人間的な欲求」

30,393億円、33,742億円、37,186億円、

会（2019）によると、乗用車購入者に

（28）

38,971億円と年々拡大傾向にあること

おける前保有車の保有期間は平均7.1

（29）

を調査で示した。

年とある。

前掲35ページ
調査時期：2019年２月13日～14日、有
効回答：全国1,030サンプル（20・30・

「JTB 支店・総合提携店一覧」
「JTB 支

40・50・60歳代の年代×性別、各カテ

Intangibility（無形性）、Heterogeneity

店一覧」
「JTBトラベランド一覧」
「JTB

ゴリー103人ずつ）
、マクロミルネット

（異質性）、Inseparatability（同時性）、

総合提携店一覧」より作成。団体旅行

リサーチを活用したインターネット調

Perishability（消滅性）からなるサー

及び契約法人出張のみを取り扱う店

ビスの特性

舗、特定組織内店舗、JTB 旅行関連会

小里（2013）276～286ページ

社、グローバルラウンジ、サンライズ・

30分、C 労連に加盟する労働組合の執

藤井（2020）23ページ

センターは集計対象外とした。それぞ

行委員を対象にフォーカス・グループ・

Grönroos（2007）訳書71～73ページ

れ１月10日現在。ただし、2005年は１

インタビューを実施した。場所は、C

例えば、日経ビジネス（2019年７月８

月19日、2006年は１月13日、2007年は

労連会議室を拝借し占有した。対象者

日）

１月19日、2008年は１月18日、2009年

は、国内旅行商品の仕入造成、海外旅

例えば、日経電子版（2019年12月26日）、

は１月８日、2010年は１月12日、2011

行商品の仕入造成、コールセンターで

年は１月11日の各日時点での情報。

の顧客対応、店頭販売、
「海外格安航空

Kotler et al.（2002）訳書60ページ

券」の仕入販売、Webサイト構築をそ

前掲21ページ

れぞれ業務として担いつつ労組役員の

前掲21ページ

役割を果たしている。調査対象の選定

以下４変数はそれぞれ記載の条件を満

にあたっては、C労連におけるBtoC事

Kotler et al.（2002）訳書131ページ

（４）

（５）


（６）

（７）

（８）

（９）


（10）


日経XTREND（2019年８月22日）、日

（16）


経ビジネス（2019年12月23日・30日）

（17）


例えばJTBは、「未来のお店のカタチ」

（18）


と銘打ったリモート接客型の無人化店

（19）


舗「MY TRAVEL Living」を新規出店

（20）


（11）
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業の政策検討グループ統括者へ所属員

した分析は困難と捉えた。

旅行代理店の実店舗の立地推移」
『日本

前掲242ページ

地理学会発表要旨集』
（2020s）249ペー

藤井・尾原（2019）47ページ

ジ

からの選抜を要請した。そして、イン

（38）


タビューの参加に同意した６名が出席

（39）


した。なお、モデレーターを務めた筆

（40）


者が質問を発した後、出席者が常時質

（41）


問内容を確認できるように質問文をモ

（42）


ニターで映し続けることで、話題が大

（43）


・奥谷孝司（2016）
「オムニチャネル化す

前掲47ページ
島川（2011）64ページ

る消費者と購買意思決定プロセス ―

小宮路（2012）27～29ページ

Mobile Device がもたらす小売業の未

一般社団法人サービス連合情報総研

来と課題」
『日本マーケティング学会：

きく逸れることを防止した。また、イ

（2020b）９ページ「店舗に所属する販

マーケティング・ジャーナル』36（2）

ンタビュー直前に緊張感を解すアイス

売スタッフによるデジタル上での接客

ブレイクを行うことで、気軽に発言で

を可能にし、自社通販サイトでの売上

・小里貴宏「総合旅行会社の新たな店頭

きる場づくりをした。対象者の許可を

貢献度も可視化することで、販売員を

販売モデル」石井淳蔵・高橋一夫編著

得たうえで、全ての質疑をボイスレ

軸にオムニチャネル化を推進するアプ

（2011）
『観光のビジネスモデル ― 利益

コーダーに記録した。政策検討グルー
プ統括者が観察者として参加するとと

21～43ページ

リケーションサービス」

を生み出す仕組みを考える』学芸出版

物理的な訪問が不可能でも自社通販サ

社

（44）


もに、インタビュー終了後、発言者に

イトにおいてデジタル上での接客が可

・小里貴宏「リアル品質でお客様満足を

よる回答の整理に加わって分析を行っ

能であり、オンライン販売を通じた売

追求する店頭販売の進化」高橋一夫編

た。

上貢献度が可視化されるため、販売員

Kotler et al.（2002）訳書61ページ

（31）


前掲210ページ

（32）


を軸としたオムニチャネル化が推進で
きる。

概念」
・佐藤和代「サービス品質と顧客

高広（2013）18ページ

満足」小宮路雅博編著（2012）
『サービ

総務省（2011）を参照した。

ス・マーケティング』創成社

Lovelock and Wright（1999）訳書155

（45）


ページ

（46）


Kotler et al.（2002）訳書191ページ

（47）


小里（2011）105ページ

（48）


Lovelock and Wirtz（2008）訳書26ペー

（49）


（33）


（34）

（35）

（36）


ジ
３点に抽出した理由は以下の二点にあ

（37）


る。第一に、「サービス・プロダクト」

高広（2013）20ページ

モノのマーケティング戦略策定（マー

・島川崇「第４章第１節 旅行業」徳江順

前掲46～47ページ

一郎編著（2011）
『サービス＆ホスピタ

Lovelock and Wirtz（2007）訳 書 307

リティ・マネジメント』産業能率大学

ページ

出版部

一般社団法人サービス連合情報総研

（50）


（2020a）７ページ

・関根孝（2020）
「オムニチャネル化と実
店舗の存在理由 ― 文献レビュによる
考察 ― 」
『専修商学論集』
147～165ペー

「場所と時間」
「価格とその他のコスト」
「プロモーションと教育」の各項目は、
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ジ
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