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Abstract 

The current study attempted to propose a model of corporate behavior for innovation that would 
help to attract customers and improve productivity in the hospitality industry. First, hypotheses were 
formulated via a deductive and objective theoretical analysis, with a focus on a review of previous studies. 
In order to increase the generalizability and external validity of those hypotheses, a case study was 
conducted via interviews with staff in the Japanese hospitality industry. Based on those findings, a 
quantitative survey was conducted with Japanese companies with high levels of customer satisfaction, 
companies with award-winning services and highly ranked companies, and companies belonging to 
various hospitality-related associations. Based on an analysis of the differences between those companies 
and companies in the industry, the formulated hypotheses were tested and a model of corporate behavior 
for innovation was proposed. Frameworks for innovation should include an emphasis on productivity, 
increased engagement, and attention paid to the customer. 
 
Keywords : productivity, innovation, organization, hospitality management, work-style reforms 
 
１．研究の背景と目的 

接遇によりサービスに付加価値を加えるホスピタ

リティ産業において、宿泊・飲食業は、その狭義の

産業でもある。令和 3年版観光白書(1)によると、2018

年から 2020 年の産業別の年間賃金の推移において、

宿泊・飲食業は、全産業平均の 7 割程度と低く推移

している（図 1）。また、宿泊業における就業者数の

推移では、近年増加傾向にあったが 2020年に減少に

転じている（図 2）。そして、2020年の産業別の雇用

者の正規・非正規比率において、宿泊業の雇用者の

正規比率は全産業平均より低く、非正規比率は全産

業平均より高い（図 3）。また、2019年の宿泊・飲食

業の入職率と離職率は他の産業と比較して高い（図

4）。人手不足と高い離職率はオペレーションに様々

な問題が生まれ、売上高と利益が低迷し、それが人

件費の抑制につながり、人手不足と高い離職率が生
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まれる悪循環になる(2)。 

本研究では、宿泊・飲食業における顧客の創造と

生産性の向上に資するイノベーションのための企業

行動のモデルを提示することを目的として、それを

サービス業の受賞・ランキング企業と宿泊・飲食業

の企業行動との比較を通じて試みる。 

 

図 1．産業別の年間賃金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）国土交通省観光庁（2021）『令和 3年版観光白書』p.77 

 

図 2．宿泊業における就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）国土交通省観光庁（2021）『令和 3年版観光白書』p.78 

 

図 3．産業別の雇用者の正規・非正規率（2020年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）国土交通省観光庁（2021）『令和 3年版観光白書』p.78 

 

図 4．産業別の入職率・離職率（2019年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）国土交通省観光庁（2021）『令和 3年版観光白書』p.78 

 

２．概念の整理と先行研究 

（１）モノとサービスによる顧客に対する価値 

グッズ・ドミナント・ロジック（goods-dominant 

logic）は、製造業がモノを売るためにサービスを行

うというモノ中心の考え方である。それに対して、

サービス・ドミナント・ロジック（service-dominant 

logic）は、製造業がサービス化を進めることにより

新たな価値やビジネスの機会を創造する考え方であ

る。例えば、その製品が使用される場面を想定し、

顧客がその製品を使用した時の価値を最大化しよう

と考えることにより、どのようなサービスを行うと

顧客価値が高まるのかを考えることである(3)。サー

ビスには無形性、異質性、不可分性、同時性、消滅

性といった特性がある(4)。顧客に対する価値は、サ

ービスがもたらした結果とサービスの結果を受ける

までの品質を分子として、サービス自体の価格とサ

ービスを受けるまでにかかるコストを分母とするこ

とにより示される(5)。それゆえ、顧客満足度の向上

や提供するサービスの質の改善により、高付加価値

を得る仕組みを整え、生産性や収益性の改善につな

げることが重要となる(6)。 

 

（２）付加価値と生産性の向上 

付加価値は、企業活動から得られた報酬から企業

活動のコストを差し引いたもの、つまり、製品やサ

ービスの売上である総収入から外部調達した原材料

やサービスの対価である総支出を差し引いたもので

ある(7)。生産性は、経営資源である労働力、設備、

土地、エネルギーなどのインプットと、付加価値で

ある生産量や価値などのアウトプットの割合である
(8)。生産性を上げる具体的な方法には、①改善によ

る投入資源の削減、②革新による投入資源の削減、

③改善による付加価値の増加、④革新による付加価
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値の増加が挙げられる(9)。日本のサービス業は、製

造業と比較して労働生産性が低いと言われる。しか

し、都市化や高齢化、デジタル化が進む中で、シス

テム化や自動化を進めて、人が付加価値を創出する

仕事を行うようになると労働生産性は向上すると考

えられる。 

 

（３）イノベーションと働き方改革 

イノベーションとは、付加価値生産における効果

性と効率性の向上をもたらす革新的な技術、方法、

活動である(10)。また、サービス・イノベーションは、

継続的な運営改善や技術、従業者のパフォーマンス

に対する投資、顧客経験の管理を介した利益や新サ

ービスの概念であり（11）、サービス品質とコストの抑

制に焦点を当てたものがある(12)。投資やイノベーシ

ョンによる生産性の向上と共に、産業機会の拡大や

意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることは重

要な課題となっている。 

「働き方改革関連法」が 2018 年に成立し、2019

年から順次施行されている。それは、働き方のルー

ルや考え方を大きく変え、長時間労働の是正、多様

で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公

正な待遇の確保を目指している。時間外労働の削減

をねらった施策は、残業削減が同率の売上低下には

つながっておらず、生産性を損なうわけではないこ

とがわかっている。また、企業の業績や生産性は、

ワーク・ライフ・バランスを導入するだけでは上が

らず、企業の特定の雇用管理や業務改革などをワー

ク・ライフ・バランスと組み合わせた時に初めて効

果が表れるとされている(13)。 

 

３．先行研究の課題と本研究の仮説 

前述の先行研究では、あらゆる産業を対象に言及

されており、宿泊業や飲食業といったホスピタリテ

ィ産業を対象にしているわけではない。そこで筆者

は、先行研究からの含意をもとに、高い顧客満足度

や受賞歴のあるホテル・旅館・レストランを対象に

半構造化自由回答法によるインタビューを行い、顧

客の創造と生産性の向上のための企業行動について

探った(14)。その結果、「顧客に適したサービスの提

供」、「分業化と情報共有」、「マルチタスク化」、「マ

ニュアル化と非マニュアル化」、「コストに対する意

識」、「休暇・休日の増加と残業の削減」、「多様な働

き方の選択肢」、「スタッフと AI等のテクノロジーが

果たす役割の認識」、「一見生産性が低そうだが顧客

もスタッフも満足できる仕事の仕方」、「研修や職場

環境に起因するモチベーション」、「モチベーション

を上げるリーダーシップ」といった企業行動が挙げ

られた。これらの企業行動の程度には企業によって

差があることを検証し、有意な要因の分析を通じて、

宿泊・飲食業における顧客の創造と生産性の向上に

資するイノベーションのための企業行動のモデルを

提示する。 

 

４．調査概要 

調査概要は表１の通りである。 

 

表 1．調査概要 

調査時期  2020年 1月～4月 

調査対象 ① 日本サービス大賞受賞企業(15)（第 1

回 2015年受賞 30社、第 2回 2017

年受賞 18社） 

② JCSI（日本版顧客満足度指数）調

査(16)におけるランキング企業

（2019年度シティホテル 8社・ビ

ジネスホテル 9社・飲食 23社） 

③ 日経 MJ第 37回サービス業総合調

査ランキング企業(17)（日本ホテル

協会・全国シティホテル連盟 55社） 

④ 一般社団法人日本ホテル協会(18)加

盟ホテル 122社（2020年 1月現在

加盟 243社から系統抽出法による） 

⑤ 一般社団法人全日本シティホテル

連盟(19)加盟ホテル 114社（2020年

1月現在加盟798社から系統抽出法

による） 

⑥ 一般社団法人日本旅館協会(20)加盟

宿泊施設 124社（2020年 1月加盟

2,479社から系統抽出法による） 

⑦ 一般社団法人日本フードサービス

協会(21)加盟飲食店 112社（2020年

1月加盟451社から系統抽出法によ

る） 

※上記①～③を「受賞・ランキング企

業」、④～⑦を「非受賞・ランキング外

企業」とする。 

合計 615社（※①～⑦において調査対象

企業は相互に重複しない） 

調査方法 郵送による質問票調査 

回答数 155件（回答率 25.2％）、有効回

答数 150件（有効回答率 24.4％） 
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調査内容 調査は、①「受賞・ランキング企業」

と「非受賞・ランキング外企業」、②近

年の売上高が高まっている企業とそう

でない企業、③近年の売上高営業利益率

が高まっている企業とそうでない企業

における企業行動の程度について、5件

法（１：全くそう思わない、２：あまり

そう思わない、３：どちらでもない、４：

そう思う、５：非常にそう思う）で質問

した。 

 

仮説と検

証方法 

【仮説１】「受賞・ランキング企業」は

「非受賞・ランキング外企業」より特定

の企業行動の程度（平均値）が高い 

【仮説２】近年の売上高が高まっている

企業は、そうでない企業より特定の企業

行動の程度（平均値）が高い 

【仮説３】近年の売上高営業利益率が高

まっている企業は、そうでない企業より

特定の企業行動の程度（平均値）が高い 

回答に対する仮説の検証を行い、その

有意な要因に関する因子分析を通じて、

イノベーションのための企業行動のモ

デルを検討する。 

（出所：筆者作成） 

 

５．調査結果 

まず、記述統計量として、回答企業の各企業行動

に対する平均値は、表２の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２．回答企業の各企業行動に対する平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：筆者作成） 

 

次に、回答企業を分類して、それらの平均値の差

を確かめるために、t検定（等分散性のための Levene

の検定において等分散性を確認した後に、2 つの母

平均の差の検定を実施）により以下の仮説について

検証した。 

 

【仮説１】「受賞・ランキング企業」は「非受賞・ラ

ンキング外企業」より特定の企業行動の程度（平均

値）が高い 

【仮説２】近年の売上高が高まっている企業は、そ

うでない企業より特定の企業行動の程度（平均値）
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が高い 

【仮説３】近年の売上高営業利益率が高まっている

企業は、そうでない企業より特定の企業行動の程度

（平均値）が高い 

 

仮説１に対する検証の結果、「受賞・ランキング企

業」は「非受賞・ランキング外企業」より、表３の

企業行動に対する程度（平均値）が高いことに統計

的に有意な差があると言える。表内の数字は平均値

を表す。 

 

表 3．「受賞・ランキング企業」と「非受賞・ランキ

ング外企業」の比較 

顧客に適したサービスの提供： 

受賞・ランキング企業 4.46＞非受賞・ランキング外企業 3.85 

（有意確率.000＜.05） 

他社と差別化： 

受賞・ランキング企業 4.33＞非受賞・ランキング外企業 3.53 

（有意確率.000＜.05） 

顧客の志向や価値観の理解： 

受賞・ランキング企業 4.21＞非受賞・ランキング外企業 3.67 

（有意確率.000＜.05） 

人事組織改革の実施： 

受賞・ランキング企業 3.96＞非受賞・ランキング外企業 3.57

（有意確率.046＜.05） 

研修や職場環境による動機づけ： 

受賞・ランキング企業 3.88＞非受賞・ランキング外企業 3.32 

（有意確率.005＜.05） 

高い付加価値の創出： 

受賞・ランキング企業 3.83＞非受賞・ランキング外企業 3.32 

（有意確率.009＜.05） 

エンターテイメント性の向上： 

受賞・ランキング企業 3.71＞非受賞・ランキング外企業 3.14

（有意確率.008＜.05） 

ITの活用と情報共有の環境整備： 

受賞・ランキング企業 3.67＞非受賞・ランキング外企業 3.02 

（有意確率.005＜.05） 

能力発揮が可能な文化の浸透： 

受賞・ランキング企業 3.63＞非受賞・ランキング外企業 3.19 

（有意確率.027＜.05） 

業務の分業化と情報共有： 

受賞・ランキング企業 3.63＞非受賞・ランキング外企業 3.24 

（有意確率.042＜.05） 

業務の可視化： 

受賞・ランキング企業 3.63＞非受賞・ランキング外企業 3.26 

（有意確率.040＜.05） 

異業種と連携： 

受賞・ランキング企業 3.46＞非受賞・ランキング外企業 2.90 

（有意確率.016＜.05） 

（出所：筆者作成） 

 

なお、上記以外の企業行動については、「受賞・ラ

ンキング企業」は、「非受賞・ランキング外企業」よ

り程度（平均値）が高いことに対して統計的に有意

な差があると言えない結果となった。その中で、「業

務のマニュアル化」については、「受賞・ランキング

企業」の平均値（3.38）が「非受賞・ランキング外

企業」の平均値（3.42）よりも低い唯一の結果とな

ったが、統計的に有意な差があるとは言えなかった。 

 

仮説２に対する検証の結果、近年の売上高が高ま

っている企業はそうでない企業より、表４の企業行

動に対する程度（平均値）が高いことに統計的に有

意な差があると言える。表内の数字は平均値を表す。 

 

表４．近年の売上高が高まっている企業とそうでな

い企業の比較 

顧客に適したサービスの提供： 

近年の売上高が高まっている企業 4.22＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.75（有意確率.000＜.05） 

長時間労働の是正： 

近年の売上高が高まっている企業 4.21＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.76（有意確率.003＜.05） 

理念・業務・情報の共有・対応： 

近年の売上高が高まっている企業 4.10＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.62（有意確率.001＜.05） 

人事組織改革の実施： 

近年の売上高が高まっている企業4.05＞近年の売上高

が高まっていない企業 3.33（有意確率.000＜.05） 

戦略的な価格設定： 

近年の売上高が高まっている企業 4.02＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.55（有意確率.001＜.05） 

顧客の志向や価値観の理解： 

近年の売上高が高まっている企業 3.92＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.64（有意確率.014＜.05） 

他社と差別化： 

近年の売上高が高まっている企業 3.87＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.51（有意確率.034＜.05） 

賃金の引き上げ： 

近年の売上高が高まっている企業 3.86＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.55（有意確率.033＜.05） 

業務プロセスの改善： 

近年の売上高が高まっている企業 3.79＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.34（有意確率.001＜.05） 

仕事に対する情熱と熱意： 

近年の売上高が高まっている企業 3.78＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.38（有意確率.005＜.05） 

研修や職場環境による動機づけ： 

近年の売上高が高まっている企業 3.71＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.18（有意確率.001＜.05） 
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能力を引き出す人材育成： 

近年の売上高が高まっている企業 3.68＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.05（有意確率.000＜.05） 

仕事の成果による会社への貢献感覚： 

近年の売上高が高まっている企業 3.68＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.22（有意確率.000＜.05） 

柔軟な働き方の環境づくり： 

近年の売上高が高まっている企業 3.68＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.34（有意確率.034＜.05） 

業務のマニュアル化： 

近年の売上高が高まっている企業 3.67＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.23（有意確率.010＜.05） 

労働量の削減： 

近年の売上高が高まっている企業 3.62＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.16（有意確率.002＜.05） 

会社に対する満足感： 

近年の売上高が高まっている企業 3.57＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.14（有意確率.001＜.05） 

業務の分業化と情報共有： 

近年の売上高が高まっている企業 3.56＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.11（有意確率.002＜.05） 

業務の可視化： 

近年の売上高が高まっている企業 3.56＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.15（有意確率.002＜.05） 

ダイバーシティの推進： 

近年の売上高が高まっている企業 3.51＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.17（有意確率.028＜.05） 

エンターテイメント性の向上： 

近年の売上高が高まっている企業 3.43＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.09（有意確率.033＜.05） 

業務の標準化： 

近年の売上高が高まっている企業 3.40＞近年の売上高が高

まっていない企業 3.01（有意確率.004＜.05） 

ITの活用と情報共有の環境整備： 

近年の売上高が高まっている企業 3.33＞近年の売上高が高

まっていない企業 2.98（有意確率.041＜.05） 

（出所：筆者作成） 

 

なお、上記以外の企業行動については、近年の売

上高が高まっている企業は、そうでない企業より程

度（平均値）が高いことに対して統計的に有意な差

があると言えない結果となった。その中で、「業務の

マルチタスク」については、近年の売上高が高まっ

ている企業の平均値（3.57）がそうでない企業の平

均値（3.67）よりも低い唯一の結果となったが、統

計的に有意な差があるとは言えなかった。 

 

仮説３に対する検証の結果、近年の売上高営業利

益率が高まっている企業はそうでない企業より、表

５の企業行動に対する程度（平均値）が高いことに

対して統計的に有意な差があると言える。表内の数

字は平均値を表す。 

 

表５．近年の売上高営業利益率が高まっている企業

とそうでない企業の比較 

顧客に適したサービスの提供： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 4.32＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.72（有意確率.000

＜.05） 

長時間労働の是正： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 4.23＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.78（有意確率.003

＜.05） 

理念・業務・情報の共有・対応： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 4.13＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.64（有意確率.001

＜.05） 

戦略的な価格設定： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 4.14＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.51（有意確率.000

＜.05） 

人事組織改革の実施： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 4.07＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.37（有意確率.000

＜.05） 

他社と差別化： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 4.04＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.44（有意確率.001

＜.05） 

顧客の志向や価値観の理解： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 4.00＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.62（有意確率.001

＜.05） 

賃金の引き上げ： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.89＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.55（有意確率.020

＜.05） 

業務プロセスの改善： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.82＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.36（有意確率.001

＜.05） 

柔軟な働き方の環境づくり： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.80＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.30（有意確率.002

＜.05） 

仕事に対する情熱と熱意： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.80＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.39（有意確率.005

＜.05） 
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労働量の削減： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.71＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.14（有意確率.000

＜.05） 

研修や職場環境による動機づけ： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.70＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.23（有意確率.006

＜.05） 

会社に対する満足感： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.68＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.11（有意確率.000

＜.05） 

エンターテイメント性の向上： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.66＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 2.98（有意確率.000

＜.05） 

能力を引き出す人材育成： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.66＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.11（有意確率.002

＜.05） 

業務の分業化と情報共有： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.64＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.10（有意確率.000

＜.05） 

高い付加価値の創出： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.64＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.26（有意確率.009

＜.05） 

仕事の成果による会社への貢献感覚： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.64＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.28（有意確率.007

＜.05） 

ダイバーシティの推進： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.63＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.13（有意確率.001

＜.05） 

業務の可視化： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.55＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.18（有意確率.005

＜.05） 

職務に対する満足感： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.52＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.16（有意確率.010

＜.05） 

ITの活用と情報共有の環境整備： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.50＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 2.90（有意確率.001

＜.05） 

業務の標準化： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.36＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 3.06（有意確率.030

＜.05） 

異業種と連携： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.23＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 2.85（有意確率.028

＜.05） 

業務の自動化： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 3.05＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 2.63（有意確率.010

＜.05） 

テクノロジー（AI）と人の役割の認識： 

近年の売上高営業利益率が高まっている企業 2.89＞近年の

売上高営業利益率が高まっていない企業 2.54（有意確率.023

＜.05） 

（出所：筆者作成） 

 

上記の企業行動の内、「受賞・ランキング企業」、

近年の売上高が高まっている企業、近年の売上高営

業利益率が高まっている企業に共通する企業行動に

対して、因子分析（直行変換のバリマックス回転に

よる主因子法）により共通要因を求めた。その因子

分析の結果は、表６の通りである。   

Kaiser-Meyer-Olkin の標本妥当性の測度が 0.852

≧0.5であり、因子分析を行う妥当性が確認された。

また、Bartlett の球面性検定における有意確率

0.000≦0.05 であり、相関行列は単位行列であると

いう仮説は棄却され、質問項目間に相関があり、共

通要因を検討する意味があることが確認された。 

因子負荷量の係数の絶対値の大きいものに着目す

ると、「業務の分業化と情報共有」、「研修や職場環境

における動機づけ」といった「生産性とエンゲージ

メント」、そして「顧客に適したサービスの提供」、

「顧客の志向や価値観の理解」といった「顧客志向」

をこれらの企業に共通する企業行動の共通要因とし

て捉えた。 
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表６．共通する企業行動に対する因子分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：筆者作成） 

 

６．結論とディスカッション 

（１）発見事実の要約と解釈 

今回の調査では、イノベーションモデルにおける

企業行動として、「生産性の重視」、「エンゲージメン

トの強化」、「顧客志向」が挙げられた。それぞれの

企業行動に対して各企業から提示された具体的な活

性化策をまとめると以下のようになる。 

 

① 生産性の重視 

 ジョブローテーションの実施、担務専属とその

下にサポート体制、マルチタスクの徹底など、

業務内容を棚卸して組織におけるムダやムラ

に対する継続的な改善により業務効率の向上

を図る。 

 時間当たりの付加価値額を表す人時生産性も

一例と思われる、人件費の削減による生産性の

向上に取り組む。 

 

② エンゲージメントの強化 

 CS（顧客満足）と ES（従業員満足）の両面から

の利益最大化を計る。 

 キャリアプランの構築、新人・ジョブスキルア

ップ・コンプライアンス・防災・救命講習等の

研修、営業を止めて行う全社研修や社員研修旅

行を実施する。 

 能力検定・スキルマップ・勉強会・社内外アン

ケート・相談窓口・メンタルヘルス等の制度、

コンテストなどの表彰、管理者の会議や社長に

よる面談、永年勤続者の同窓会を実施する。 

 正社員や非正規社員にかかわらず、良い意見や

事例を即採用して業務に活かす。信頼関係の構

築により人材の定着を図り、環境の変化に応じ

て自分自身も変化させて柔軟なキャリア形成

を行う。 

 

③ 顧客志向 

 経営陣が事業所や店舗を訪問して、新しいサー

ビスにつながる新たなヒントを探り、データ分

析により顧客獲得の戦略を立案する。 

 同業に限らず積極的な提携による共創や地産

地消、積極的にリノベーションを行うなど、収

益力を高めるマーケティングを強化して、自社

の強みや資源の分析・再発見・活用を行い、付

加価値や売上の向上に取り組む。 

 

（２）本研究の含意 

働きやすい環境を整えて効率と稼働を上げること

により生産性を高める。同時に、スタッフ各々が自

己実現について考える機会を持ち、成長のための動

機付けを行う。マネジメントの方向性とスタッフの

自己実現が関連づけられると、働きがいが感じられ

るようになり、組織全体の力を最大化できるように

なる。そして、顧客のニーズを満たし、買いたくな

る顧客満足度の高い商品の提供によりブランディン

グが可能となり、マーケティングコストが下がると
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共に、単価を上げる価値構造につながり収益が向上

する。そのようなホスピタリティ産業のイノベーシ

ョンモデル（図 5）の構築が急務となる。 

コロナ禍が収束に向かうと、観光消費も再び増加

傾向に転じ、宿泊や飲食といったホスピタリティ産

業における顧客への対応やそのニーズも多様化する

ものと思われる。接遇によりサービスに付加価値を

加えるホスピタリティ産業は、労働集約的な産業で

ある。そのため、他の産業と比較して生産性が低く、

それに起因して賃金も全産業平均に比べて低水準と

なり、結果として離職率が高く、人手不足が続く。

働き方の量から質への転換のためには、働く者が企

業へ適応するのみならず、企業もまた多様な人材に

寄り添い、働く者へ適応して行くことが求められる。 

 

図 5．ホスピタリティ産業のイノベーションモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：筆者作成） 

 

（３）本研究の限界と今後の検討課題 

2020 年以降に新型コロナウイルスが世界的に感

染拡大し、感染への対策が続く中、コロナ禍以前の

状態に戻る見通しは立ちにくい。日本の 2019年度の

年次 GDP成長率（実質値）は前年比 0パーセントで

あるものの(22)、本研究における企業に対するアンケ

ート調査の実施時期は2020年4月の緊急事態宣言の

発出前であり、現在とは経営環境が大きく異なって

いる。また、「顧客の創造」に関して顕著な結果を出

している企業を「受賞・ランキング企業」として、

日本サービス大賞受賞企業、JCSI（日本版顧客満足

度指数）調査におけるランキング企業、日経 MJ 第

37 回サービス業総合調査ランキング企業を対象に

している。そして、宿泊・飲食業を中心としたホス

ピタリティ産業は、コロナ禍のみならずグローバル

化など外部環境の変化への対応が求められている。

このような時期と対象における調査結果であること

が本研究の限界でもある。 

また、構築したイノベーションモデルは、ホスピ

タリティ産業のみならず、比較の基準としたサービ

ス産業やその他の産業にも広く当てはまる可能性も

ある。そのため、ホスピタリティ産業に特化した企

業行動を対象とした分析も必要となる。 

ホスピタリティ産業における利用者のニーズも多

様化している。加えて、コロナウイルスと共存する

社会において、効率と接触機会の減少を両立させる

新常態への対応など、企業には「ウィズ・コロナ」、

「アフター・コロナ」の戦略やさらなる変革が問わ

れている。本研究では、イノベーションのための企

業行動として、「生産性の重視」、「エンゲージメント

の強化」、「顧客志向」がそのフレームワークを成す

ものとして捉えた。今後は、顧客志向と生産性をベ

クトルとして、ホスピタリティ産業における組織デ

ザインと持続可能な働き方モデルの構築を行う研究

を進め、ホスピタリティ産業とそこで働く人々の発

展に寄与したい。 
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月 10日最終閲覧） 

(16)公益社団法人日本生産性本部「顧客満足度調査

（JCSI）」 

サービス産業の約 30の業種を対象に毎年、サービ

ス産業生産性協議会（SPRING）が調査を行い、スコ

ア上位企業を公表している。「顧客の評価を起点とし

た業種を超えた競争」を第三者機関として促すこと

で、付加価値や顧客満足を高める経営が日本全体に

広がり、企業の成長と国際競争力の強化に役立つこ

とを狙いとしている。 

https://www.jpc-net.jp/research/jcsi/ （2021年

12月 10日最終閲覧） 

(17)日経 MJ「第 37回サービス業調査」 

日経 MJ（日経流通新聞）は、サービス業 36 業種

を対象に 2018年度（18年 8月～19年 7月決算）の

「第 37回サービス業調査」をまとめた。取扱高で集

計した旅行を除く 35業種のうち 31業種で売上高が

前年度実績を超えた。また、従来なかった楽しみ方

や満足感を提供することで、仕事に家事に多忙な

人々の隙間時間を奪う企業や業種の増収が目立った。 

日経 MJ（2019 年 11 月 6 日），pp.1-7. 同紙（2019

年 11月 13日），pp.6-9. 

(18)一般社団法人日本ホテル協会 

当協会は、1909 年に 28 の日本を代表するホテル

が集結して創設された団体である。現在、全国で 244

のホテルが加盟している。いずれも日本ホテル協会

の入会基準をクリアした、日本を代表するホテルと

して高く評価されている。 

https://www.j-hotel.or.jp/association/（2021年

12月 10日最終閲覧） 

(19)一般社団法人全日本シティホテル連盟（現在は、

一般社団法人全日本ホテル連盟）  

当連盟は、1971年に全日本ビジネスホテル協会と

して設立され、1992 年に全日本シティホテル連盟、

2021 年 4 月から一般社団法人全日本ホテル連盟

（ANHA）へと改称した。1,000 軒あまりの会員を擁

する全国規模の宿泊団体である。 

https://www.anha.or.jp/about/ （2021年 12月 10

日最終閲覧） 

(20)一般社団法人日本旅館協会  

当協会は、2012年に国際観光旅館連盟と日本観光

旅館連盟を統合し、設立された。国際観光旅館連盟

は 1948 年に設立され、日本観光旅館連盟は、1950

年に設立された国鉄推薦旅館連盟を 1957 年に改組

したものである。全国で 2,000 軒以上の旅館やホテ

ルが加盟している。 

https://www.ryokan.or.jp/top/about/（2021 年 12

月 10日最終閲覧） 

(21)一般社団法人日本フードサービス協会  

当協会は、外食産業の業界団体であり、1974年に

社団法人日本フードサービスチェーン協会として設

立された。加盟社は、現在では正会員、賛助会員を

合わせて 800 社を数え、外食産業関連で最大規模の

組織となっている。 

http://www.jfnet.or.jp/jf/jf.html（2021年 12月

10日最終閲覧） 

(22)内閣府「国民経済計算（ GDP 統計）」

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html 

（2021年 12月 10日最終閲覧） 
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