
                 日本ホスピタリティ・マネジメント学会誌 HOSPITALITY 第 32 号 
 

55 
 

■ 研究論文          （受付日 2021年 12月 15日/査読終了日 2022年 1月 6日/受理日 2022年 1月 19日） 
 
 

営業におけるホスピタリティへの COVID-19 による

影響に関するエビデンス・ベースト・アプローチ分析 
 

Evidence-based Approach Analysis of the Impact by COVID-19 

on Hospitality in Sales 
  

芝浦工業大学  平田 貞代 
Shibaura Institute of Technology   Sadayo HIRATA 

 
Abstract 

Sales process that are forced to be non-contact due to the spread of COVID-19 have problems 
that the conventional sales that presupposes contact does not work, and that it cannot be managed by 
target setting and evaluation based on sales and profits. It is necessary to create and manage value other 
than sales and profits. Therefore, in this research, we  focuses on the hospitality of the sales as one of 
the value. The purpose of this research is to investigate communication between sales staff and 
customers, extracting satisfaction and dissatisfaction of both sides, and supporting management to 
reduce dissatisfaction and create value derived from satisfaction for the improvement of the hospitality. 
This study reported the results of a fact-finding survey on the impact of the spread of COVID-19 on 
hospitality of sales process, using factual data as evidence, and the results of considering supplementary 
points for hospitality management 
Keywords : Observation, Pandemic, Sales, Satisfaction, Value creation 
 
１．はじめに 

観光業や飲食業に限らず、あらゆる産業の各業務

にホスピタリティが求められ、その向上が望まれる。

しかしながら、新型コロナウィルス(COVID-19)蔓延

により、非接触を始めとする従来には無い制約が各

業務に課せられている。この厳しい状況で、業務に

おけるホスピタリティは如何なる影響を受けている

のかを迅速に把握し，対策を講じる必要がある。 

企業内の主な業務に、技術職、営業職、事務職な

どがある。中でも、営業職は、顧客と企業の境界を

結びつけ維持する役割を担う(1)。そのため、営業職

は、顧客に対し直接ホスピタリティを提供すること

が求められる。営業職は、顧客に臨機応変に接する、

定型ではない業務を遂行してきた(1)。このように、

人との接触機会が重視される営業職において、

COVID-19蔓延の影響は極めて大きいと考えられる。 

そこで、本研究は、営業職を取り上げ、COVID-19

による影響の実態を調査し、ホスピタリティとその

マネジメントの留意点について考察することを目的

とした。 

ホスピタリティは、思いやり、共感、いたわりと

いった Privat hospitality、政治的な関係の維持や

取引の継続などのための儀礼的な歓待である

Social hospitality、顧客満足度や従業員満足度の

向上という目標を達成する行為としての

Commercial hospitalityに分類されるという考え方

がある(2)。本研究は企業での業務を対象とするため、

前述の分類のうち、Commercial hospitalityに焦点

を絞った。 

営業職が担う、顧客との関係の構築や向上という
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機能は、売上の件数や金額による量的分析だけでは

把握し難い。また、COVID-19 蔓延の状況と制約は

刻々と変化しており、一定の条件での均一で多数の

データの収集や計画的な実験は適さない。そこで、

本研究の方法としてエビデンス・ベースド・アプロ

ーチ(3)を選択し、実態の把握を優先した。 

COVID-19蔓延に関わらず、直接の接触が限られる

状況は今後もあり得る。このような制限があっても

Commercial hospitalityの向上を図るためのマネジ

メントについて考察した結果を報告する。 

 

２．先行研究 

本研究に関連する先行研究について次に示す。 

２.１製品販売から価値共創へ移行する営業の機能 

営業職が担う最も重要な機能は、顧客と販売企業

との関係構築である。営業職は、顧客と販売企業と

の間で、十分な情報共有に基づき問題解決を牽引し

なければならない(4)。優れた製品が開発されるだけ

ではなく、営業職はその価値を事前に顧客に伝える

必要がある(5)。 

一方で、企業における営業職の中には、マーケテ

ィング 4P (Product, Price, Place, Promotion) (6)

のうちの Promotion(販売促進)を主務とするに留ま

る場合も少なくない。 

これに対して、関係性マーケティングでは、顧客

との良好な関係を構築することにより、顧客満足度

を高め、取引を繰り返し、企業の利益拡大を図る(7)。

顧客満足度の高さと再購買の関係、顧客満足の増加

と取引の持続性についての検証結果が報じられてい

る(8)。また、顧客の苦情の解消は顧客満足度を向上

するという調査結果も報告されている(9)。 

市場における競争は、製品と貨幣との交換から、

価値の交換、価値の共創へとパラダイムシフトが起

こっている(10)(11)。そのため、前述のような営業職に

よる顧客との関係構築は益々重要になっている。 

こうした背景から、環境の変化に対応するために、

営業職に関するホスピタリティの実態分析、価値の

提供プロセスの改革が求められる。 

２.２営業プロセスにおけるホスピタリティ 

開発職については、品質管理や生産性向上のため

の研究や技法により第四次産業革命に至っている。

事務職についても、人的資源をはじめとする体系的

研究や、RPA (Robotic Process Automation)などの

自動化が普及しつつある。これらの業務に比べ、営

業職については革命的な研究や技術は見受けられな

い(12)。営業職の機能である、顧客との関係構築と維

持、その中でも近年重視されている顧客との価値共

創は、人間同士の感情や意思決定の相互作用に依存

しており、形式化や機械化が難いためである。 

営業職と顧客との相互作用について、認知心理学

から捉える研究が幾つかある。例えば、販売業績と

相関する営業職のプロセスに、安心して話せる雰囲

気作り、性格のタイプの見極め、迷いの解消、苦手

意識の排除などがあり、それらの行為は業績の高い

熟練営業職ほど多い、といった事例分析結果が報じ

られている(13)。 

こうした営業プロセスは、思いやりや共感などの

Privat hospitality、顧客満足度や従業員満足度の

向上による Commercial hospitality(2)で構成されて

いる。つまり、営業職は、ホスピタリティと同様に、

俗人的であり、面会が前提であると考えられてきた。 

したがって、COVID-19蔓延により人との接触を控

えなければならない状況では、開発職や事務職に比

べ、営業職の遂行は一段と難しいという問題がある。 

２.３企業の成長と収益を持続させる重要因子でも

あるホスピタリティ 

Commercial hospitalityの主要因である顧客満足

度と従業員満足度を、企業の収益や成長を左右する

主要因として定義する理論に、サービス・プロフィ

ット・チェーン(14)がある。サービス・プロフィット・

チェーンは、売上至上主義による営業活動や経営方

針に対するアンチテーゼとして提唱された。 

図 1 に示すとおり、持続的に高い収益を獲得して

いる企業は、従業員に対する社内サービスが充実し

ていること、その社内サービスにより満足度が高ま

った従業員は離職せずに優れた技能を伸ばし顧客に

対し一層高品質のサービスを提供すること、そのた

め顧客満足度が高まり、企業との長期的な信頼関係

を構築し、結果として企業は持続的に成長し、収益

も高まる、という連鎖反応がある。このメカニズム

は、様々な産業の企業を対象とした事例調査に基づ

き実証されている。 

サービス・プロフィット・チェーンにおいて企業

の成長と収益に最も作用する因子である従業員満足

度、および、従業員満足度に連鎖する顧客満足度は、

Commercial hospitalityの構成要素に整合する。し

たがって、Commercial hospitalityの維持は、企業

の成長と収益に最も作用すると言える。 

そのため、サービス・プロフィット・チェーンの
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図１. サービス・プロフィット・チェーン

バリュー・プロフィット・チェーン(14)に基づき筆者が作成
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理論を援用し、従業員である営業職による不満の軽

減や顧客による満足の向上を図るための、ホスピタ

リティ・マネジメントについて考察することは意義

があると考えられる(15)。 

２.４営業職の機械化についての留意点 

近年、ビッグデータを入力とするデータサイエン

スが発展し、営業プロセスを対象とした研究も報じ

られ始めた。例えば、営業職の行為および顧客によ

る受注や解約などの要因を蓄積し、機械学習により

要因の組合せによる発生確率などを検証するシステ

ムに関する報告がある。具体的には、競合他社の排

除、上司の同行の行為に比べ、課題の収集や整理、

製品のデモンストレーションの行為の方が、受注確

率が高まるといったモデルを示す研究(16)、顧客の行

動・メッセージ・通話品質などの記録の蓄積に基づ

き、解約者を予測し、営業職へ電話による対応を指

示する研究(17)、などである。 

前述のようなシステムが営業職を支援する可能性

はある一方で、現時点では未だ、前述のような分析

手法の入力として暗黙知や非定型の行為は対象外と

されていることに留意する必要がある。なぜなら、

ホスピタリティを提供する営業職の全業務を量的に

入出力することは依然として難しいためである。ま

してや、COVID-19蔓延による非常事態では、例外や

稀有な事象が散在し、その中に重要な予兆が潜在し

ている可能性がある。 

したがって、多くの情報が蓄積されるまで待たず

に、断片的な情報と推論により仮説を導出するステ

ージから取り組む必要がある。 

 

３．解くべき課題  

 本研究では、営業職のホスピタリティに関する課

題として次の 2つを取り上げることにした。 

３.１ 非接触が求められる緊急事態に十分には対応

できていない営業プロセス 
 営業職については、売上や利益といった計測し易

い評価項目がある。そのため、売上や利益の大きさ

が目標として設定され、達成か未達という短期的な

評価がなされがちである。売上や利益は、経営に直

結する指標ではあるが、その維持・拡大には、顧客

による繰り返しの購買を促進するためのロイヤリテ

ィやブランド力を高める必要がある(18)。品質や効率

を高めるためには、開発部門だけでなく、間接部門

も含め企業内の各部門が戦略的に協力する必要があ

る(19)。 

一方、COVID-19蔓延のような緊急事態では、売上

や利益どころか、種々の経営リソースの不足により

品質や納期の維持すら困難である。売上や利益の評

価に偏った成果主義では管理できないという問題が

ある。 

したがって、売上や利益以外の価値の設計や、そ

の取り組みを支援するマネジメントの強化について

の検討が急がれる。 

３.２営業職と顧客との関係の変化にまで十分踏み

込めないマネジメントプロセス 

 顧客と直に接する営業職だからこそ、一層早く市

場の変化の予兆を捉えるという機能が認められてい

る(20)。 

しかしながら、営業職の作業効率に関する実務書

は数々出版されることに比べ、多様な顧客との接点

を分解し顧客と企業との関係を捉える研究は遅れて

いるという問題がある(12)(21)。 

 営業と顧客との接点には各種のコミュニケーショ

ンがあり、ホスピタリティが表出すると考えられる。

したがって、非接触が求められる環境においての営

業と顧客とのコミュニケーションに着目し、ホスピ

タリティを提供するマネジメントプロセスの課題や

留意点を具体的に明らかにすることは重要である。 

 

４．本研究の目的 

本研究は、COVID-19蔓延により、営業職の重要な

機能である、顧客との関係構築にどのような影響が

及んだのかについて、実態に基づき把握することを

目的とした。 

COVID-19 蔓延防止により非接触が強いられるた

めに、営業職と顧客の夫々の行為や認識の変化に特

徴的な共通点や乖離があるのか、その相違からパン

デミック下の営業職ホスピタリティの維持・向上に

必要な新たなマネジメントを検討するヒントが得ら

れるのではないか、というリサーチクエスチョンを

掲げた。そこで、COVID-19蔓延以降の営業プロセス

を取り上げ、営業職と顧客が抱える問題や工夫、満

足や不満について調査を行った。 

この調査結果を踏まえて、物理的な接触に依存し

ていた従来の営業におけるホスピタリティ・マネジ

メントについて、補足や留意点を明確にすることを

ねらいとした。 

 

５．本研究の方法 

本研究の方法として、事実に基づき検証と考察に

取り組むエビデンス・ベースド・アプローチ(3) を選

択した。COVID-19の影響により逼迫している産業が

多い中、制限や縮小を余儀なくされながらも業務を

続ける余地が残されている情報通信技術を扱う企業

を、本調査の対象として選んだ。エビデンスの収集

手段としてインタビューを選択し、関係者の証言を

記録した。その証言を入力とし、共起ネットワーク

分析(22)、対応分析(23)、談話分析(24)を用いて、実態に

潜在する特徴や因果関係を導出した。各方法の概要
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について次に示す。 

５.１インタビュー 

営業職による顧客との関係構築には、主に「新規

顧客の開拓」と「既存顧客の関係維持」がある。そ

こで、新規顧客開拓を担当する営業職 10名、その顧

客 10 名、既存顧客の関係維持を担当する営業職 11

名、その顧客 10名に協力を得て、2021年 10月から

2か月間、一人あたり 20分程度のインタビューを行

った。 

インタビューの質問項目として、問い 1:「営業職

と顧客との関係について、選択肢(COVID-19 蔓延以

降の新規関係開拓/ COVID-19蔓延以前に成約後も関

係維持)から 1つ選択」、問い 2:「営業職と顧客との

間のコミュニケーションについて、COVID-19蔓延以

前に比べ、選択肢(減った/ 増えた/ どちらとも言え

ない)から 1つ選択」、問い 3:「COVID-19蔓延以降、

営業に関してどのようなコミュニケーションを経験

したかについて自由に回答」を設定した。 

協力者の許可を得て、匿名化などに配慮し、各証

言をテキストデータとして記録した。 

５.２共起ネットワーク 

共起ネットワーク(25)は、文中で互いに共起する語

句を検出し頻出する順に選択し、その語句をノード

(点)、関係の強さをエッジ(線)としてネットワーク

の形に表す。ノード間が 1本のエッジで接続されて

いればノード同士は頻繁に強く共起しており、間に

エッジやノードが多くあるほど共起性は弱い。また、

頻出度が高いほど、ノードを大きく表示することが

できる。 

さらに、モジュラリティと呼ばれる分析論理に基

づき、ネットワーク内で共通の属性を持つ幾つかの

グループをサブグラフとして検出し表示することが

できる。サブグラフにより、話題の種類やキーワー

ドを客観的且つ視覚的に把握することができる。 

本研究では、5.1 のテキストデータのうち、名詞

のみを対象とし、コミュニケーションに共通する事

象を捉えることにした。 

５.３対応分析 

対応分析(23)は、多変量解析をはじめとする数学に

基づき、語句として区分したテキストデータの関係

を評価する。対応分析は、各語句を二次元グラフ上

の座標として布置し、散布された位置と距離により

各語句の関係を表現する。そのため、言葉の特徴を

客観的且つ視覚的に見せることができる。したがっ

て、調査者以外の人々でも共通理解し易いという長

所がある。語句の属性に基づき幾つかのカテゴリに

分ければ、カテゴリ毎の特徴を比較することもでき

る。 

本研究では、5.2 と同じ名詞データを対象とし、

「営業職と顧客」、「顧客の新規関係構築と既存関係

維持」との相違を捉えることにした。 

５.４談話分析 

対応分析や共起ネットワーク図はいずれも、頻出

回数や共起性といった計測結果に基づく量的分析で

あり、調査者に依存せず同一の結果が得られるとい

う長所がある(22) (23)。一方で、重要な意味が含まれ

ていても希少な語句は検出できない。その短所を補

うために、談話分析を加えた。 

談話分析(24)とは、発話におけるパターンや偏りな

どから、談話が生じる元にある根拠を導出する方法

である。規律、慣習、権威、心理などの量的に表現

し難い事実を推論する質的研究方法である(25) 。 

本研究では、5.1の全テキストデータを対象とし、

コミュニケーションの変化や満足や不満の具体例を

抽出することにした。 

 

６．分析結果 

 事実データに基づき分析を行った結果を次に示す。 

６.１営業職における顧客とのコミュニケーション

の特徴 

5.1 に示したテキストデータのうち、営業職によ

る証言における名詞は 1060個であった。その名詞デ

ータを入力とし作成した共起ネットワークを図 2に

示す。 

図 2のとおり、「お客様」というノードを中心に、

各コミュニケーション手段を表すサブグラフとして、

「オンライン会議」、「Email」、「訪問」、「電話」、「対

面打合せ」が現れた。また、各コミュニケーション

手段を表す語句の出現回数は、「オンライン会議」87

件、「Email」39件、「訪問」34件、「電話」16件、「対

面打合せ」11件であった。ただし、該当するテキス

トデータをトレースしてみると、「訪問」と「対面打

合せ」の殆どは、「訪問できない」、「対面打合せを断

られた」といった談話であった。 

これらのことから、COVID-19の影響により、営業

職と顧客との主なコミュニケーション手段はオンラ

イン会議であり、Email や電話は比較的少なかった

こと、接触を要する訪問や対面打合せは例外を除き

実施されていなかったことがあらためて確かめられ

た。 

６.２顧客の新規開拓と既存顧客の維持におけるコ

ミュニケーションの増減 
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営業職によるコミュニケーションの変化を把握す

るために、6.1 と同じ営業職の名詞データを対象と

し、さらに、5.1 に示したインタビューの問い 1 と

問い 2の選択肢を組み合わせて 4つのカテゴリとし

て、「新規関係構築、且つ、コミュニケーション減少

(以降「新規減少」と略す)」、「新規関係構築、且つ、

コミュニケーション増加(以降「新規増加」と略す)」、

「既存関係維持、且つ、コミュニケーション減少(以

降「既存減少」と略す)」、「既存関係維持、且つ、コ

ミュニケーション増加(以降「既存増加」と略す)」

に分けた。変化に着目するために、問い 2の「どち

らとも言えない」に該当するデータは除外した。該

当した 596個の名詞を入力とし、図 3に示すとおり

各カテゴリによる対応分析を行った。 

図 3のグラフの原点を中心に 4つのカテゴリが四

方に離れて布置されたことから、各カテゴリにはそ

れぞれ異なる特徴があるといえる。一方で、対応分

析で原点に布置された語句は、どのカテゴリにも共

通する話題の中心である。図 3の原点付近に「オン

ライン会議」が布置されたことから、オンライン会

議の実施が、顧客と営業職とのコミュニケーション

の増加に寄与するとは限らない、という実態が確か

められた。 

図２. 共起ネットワーク図： 営業職による顧客とのコミュニケーション

（出所）本研究で収集したデータを入力とし筆者が作成
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各カテゴリの中でも原点から離れて布置された語

句は、他のカテゴリに比べ際立った特徴を表してい

る。「新規減少」カテゴリでは「飛び込み営業」、「既

存減少」カテゴリでは「定例(会)」、「新規増加」カ

テゴリでは「デジタルマーケティング」や「メルマ

ガ」、「既存増加」カテゴリでは「携帯」といったコ

ミュニケーション手段が、比較原点から離れて布置

された。したがって、これらが各カテゴリの主なコ

ミュニケーション手段であったといえる。また、各

カテゴリの特徴となる語句について、テキストデー

タ原文を辿ると、「(従来、新規関係構築の始点であ

った)飛び込み営業は断られた」、「フラッと訪問して

も面会してもらえなかった」、「(従来、開催されてい

た)定例会がオンライン会議になり内輪の話はでき

なくなった」などの証言が散見された。これらのこ

とから、コミュニケーションの減少の原因は、

COVID-19 蔓延以前の営業ブロセスへの固執にある

と推測される。 

また、「（従来は行っていなかった）デジタルマー

ケティングに取り組み始めた」、「メルマガで勧誘や

商材を次々配信できる」、「お客様の携帯番号を教え

てもらい直接やりとりするようになった」などの証

言が散見された。このことから、コミュニケーショ

ンの増加は、新たな営業プロセスの試行に起因して

いると推測される。 

６.３顧客からみた営業職とのコミュニケーション 

顧客からみた営業職のコミュニケーションについ

て把握するために、5.1 に示したテキストデータの

うち、顧客による証言のみを抽出したところ、282
個の名詞が該当した。その名詞データを入力とした

共起ネットワークを図4 に示す。 
図 2 の営業職の証言による共起ネットワークのサ

ブグラフとして現れた「メルマガ」や「デジタルマ

ーケティング」は、図 4 には現れたなった。このこ

図３. 対応分析: 営業職による顧客とのコミュニケーションの増減に関わる特徴

（出所）本研究で収集したデータを入力とし筆者が作成
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とから、営業職はメルマガやデジタルマーケティン

グに力を入れているが、顧客には未ださほど認識さ

れていないことが懸念される。 
また、図 4 にはオンライン会議、対面打合せ、

Email、電話といったコミュニケーション手段別の

サブグラフが現れた。各サブグラフに含まれる主な

語句について、テキストデータ原文を辿ると、「(新
規関係構築では)オンライン会議は一問一答形式の

やりとりになり時間がかかる」、「(新規関係構築で

は)オンライン会議は対面打合せにくらべ理解が浅

いため、会議後の確認が増した」、「(既存関係維持で

は)営業職からも自社内も Email が増えた」、「(既存

関係維持では)自分がテレワーク中で、社内の電話を

受けられないため、営業職へ携帯番号を教えたとこ

ろ、連絡が便利になった」といった特徴的な不満や

満足が散見された。これらのことから、営業職は手

段の一方的な検討や選択に留まっていることに対し、

顧客は営業職からのコミュニケーションに対し新た

な不満や満足を感じており、営業職と顧客による

夫々の認識や行動に乖離があることが確かめられた。 
６.４顧客および営業職における認識や行動の相違 

 顧客と営業職の認識や行動の相違について把握す

るために、4つのカテゴリとして、「新規関係構築対

象の顧客(以降「顧客新規」と略す)」、「既存関係維

持対象の顧客(以降「顧客既存」と略す)」、「新規関

係構築を担当する営業職(以降「営業新規」と略す)」、
「既存関係維持を担当する営業職(以降「営業既存」

と略す)」に区分した。5.1 に示したテキストデータ

の顧客および営業職の証言のうち、名詞は 1225 個

抽出された。その名詞データを入力とした対応分析

の結果を図 5に示す。 
 図 5 の原点付近に「オンライン会議」と「移動」

が布置された。テキストデータの原文も確認したと

ころ、顧客と営業職いずれも、コミュニケーション

の増減にかかわらず、従来のような会議に出席する

ための移動時間が減り、総労働時間が短縮されたこ

とには満足していることがあらためて確かめられた。 
 また、「営業新規」と「営業既存」のカテゴリはほ

ぼ重なって布置されたが、「顧客新規」と「顧客既存」

は比較的離れて布置された。このことから、営業職

は、新規関係構築と既存関係維持への営業プロセス

についてさほど区別していないことが伺える。一方

で、「顧客新規」カテゴリには「(オンライン会議中

の)盗聴やデータ漏洩が気になる」、「顧客既存」カテ

ゴリには「（成約後）は Email や郵送で送られた書

類の確認で十分」といった証言が散見された。した

がって、顧客は営業職との関係のステージに応じて

異なる営業プロセスを望んでいるが、営業職による

営業プロセスのカスタマイズは十分ではないと考え

られる。 

図４. 共起ネットワーク図：顧客からみた営業担当者とのコミュニケーション

（出所）本研究で収集したデータを入力とし筆者が作成
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７．満足度を高めるホスピタリティについての考察 

5.1 のインタビューの回答を対象とし、談話分析

を用いて、Commercial hospitalityの主なファクタ

ーである顧客満足および従業員である営業職の満足

に関して次のとおり考察した。 

７.１情報通信技術により間接的接触は拡大した一

方で人情を育む機会は希薄化 
 オンライン会議の普及について、「持ち出せない、

運搬できない機器や稼働状態のデモを、お客様に簡

単に見てもらえるようになった」、「遠いお客様や忙

しいお客様でも会議に出席し易くなった」、「一度に

大勢のお客様が参加できるようになった」といった

営業職の満足が伺える発言があった。その一方で、

オンライン会議では「普通顔を見せない」、「参加者

の紹介はしない」、「挨拶しても人柄はわからない」、

「目的以外のことは話せない」、「商談は 0か 1しか

なく、この辺りで折り合いましょうという交渉は難

しくなった」、「ついでに別の顧客を紹介してもらう

流れにはならない」、「新米を可愛がってもらう機会

が無い」といった、営業職の不満が現れた発言があ

った。俯瞰して捉えると、営業職の満足は、場所、

空間、時間の制約を軽減する情報通信技術の恩恵の

体験に起因しており、その恩恵を生かして顧客にと

っての利便性を高める営業活動の工夫が個別になさ

れている様子が見受けられた。 

このことから、営業職の満足が、顧客にとっての

価値を提供する主体性を促進する、サービス・プロ

フィット・チェーンが生じていると推測される。し

たがって、こうした主体性と価値提供の支援や促進

は、営業職および顧客のホスピタリティの向上に寄

与すると考えられる。 

一方、営業職の不満は、人柄、折り合い、紹介、

可愛がる、といった人情の希薄化の体験に起因して

いた。人情の希薄化により、顧客にとっての価値の

提供は断たれており、主体的な工夫は難しい様子が

見受けられた。人情が営業職と顧客とのコミュニケ

ーション手段として重視されていること、人情は接

図５. 対応分析: 新規関係構築と関係維持における顧客と営業職のコミュニケーションの相違

（出所）本研究で収集したデータを入力とし筆者が作成
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触に依存していること、非接触で人情を育む工夫は

未だなされていないこと判った。 

このことから、サービス・プロフィット・チェー

ンが断たれているために、顧客満足や企業の成長に

もつながり難いことが懸念される。 

また、人情について不満がある発言者と、情報通

信技術の恩恵を認識している発言者は重なっていな

かった。 

このことから、営業職の主なコミュニケーション

手段は、人情と情報通信技術のいずれかに分かれて

いる傾向が伺える。したがって、不満がある営業職

を放置せず顧客にとっての価値を起点とし状況に応

じてコミュニケーション手段を適切に選択できるよ

うに支援すること、人情起点の営業プロセスの再現

ではなく非接触でも人情を育める代替手段の検討を

することが必要であると言える。人情により営業職

と顧客との関係が差別化されることがホスピタリテ

ィの向上に寄与する余地は、非接触か否かに関わら

ず存在すると考えられる。 

７.２業務の時間短縮の一方で業務時間に潜在して

いた価値の喪失 
営業職は非接触の営業活動により、「残業が減っ

た」、「オンライン会議なら1日に3回は開催できる」、

「身体が楽になった」などについて発言していた。

これらの発言から、6.4 の対応分析結果と同様に、

従来コミュニケーションの前後に要していた移動な

どの時間の短縮は、総じて満足度が高く、今後、平

常時のコミュニケーションにも同様の時間短縮が望

まれているように見受けられる。 

一方で、「オンライン会議が隙間無く連続する」、

「従来は移動や合間の時間でしていた情報や気持ち

の整理ができない」、「上司や同僚の様子がわからな

い」、「短縮された時間はワークライフバランスに使

っている」、「オン/オフの切り分けがつかない」とい

った発言もあった。 

これらのことから、不要だと思われていた時間に

は、業務に関する情報や状況の整理、間接的な準備

を行う主体性、就業の規律、環境への適応、休息な

どの暗黙の工夫があり、それらの価値が時間と共に

失われたことが推測される。 

したがって、短縮された時間に潜在していた個人

の工夫を抽出し、補うべき項目はその手段を明確に

する必要があると考えられる。さもなければ、その

後の作業や意思決定などに徐々に悪影響を及ぼす新

たな要因になり得ることが懸念される。 

７.３情報セキュリティ技術は高度である一方で人

間の倫理や安心は高まってはいない 
オンライン会議を始め、営業手段が急速にデジタ

ル化されたことに対し、「オンライン会議だと誰が聞

いているかわからなくて不安」、「盗聴や録音・録画

データの漏洩が心配」、「Email が長くなり、件数も

増えた」、「Email で同じ勧誘を繰り返される」、「完

売間近、3点限り、などのキャッチが多い」、「録音・

録画・Email をそのまま誰かへ転送でき情報共有が

簡単になった」といった顧客の発言があった。 

これらのことから、デジタル化を急ぐあまり、情

報セキュリティや倫理を守る技術・設備・規範・教

育が後手になっていることが懸念される。情報セキ

ュリティや倫理は片方だけ守られても成立しない。

情報セキュリティや倫理のトラブルは一度発生すれ

ば信頼性の回復が難しい。信頼が欠けた関係ではホ

スピタリティの維持は難しい。したがって、トップ

ダウンの対策が急がれる。 

７.４業務の標準化・効率化が進む一方で広がる情報

格差 
「オンライン会議が常時できるとは限らない」、

「移動の車中からオンライン会議に接続する場合が

ある」、「デジタル化の設備や状況はオフィスによっ

て異なっている」、「オンライン会議に出席しない部

門が実務を担当している」といった顧客の発言があ

った。このような顧客により異なる条件や環境は、

非接触の状態では、営業職から把握し難いというこ

とが確かめられた。 

このことから、顧客側のデジタル化、標準化、効

率化の状態は多様であることを考慮し、営業職側は

自社内の標準化、効率化を進めながらも、顧客の行

為や認識に適応するためのカスタマイズについても

検討する必要があると考えられる。 

７.５営業およびホスピタリティ・マネジメントへ補

足すべきプロセス 
7.1 から 7.4 に示した、情報通信技術の利便性と

人情の希薄化、時間短縮と時間に潜在していた価値

の喪失、高度なセキュリティ技術と不安、創出情報

通信による制約の解消と人情の希薄化、短縮された

時間に潜在していた価値の喪失、情報セキュリティ

と論理に基づく信頼性、標準化・効率化の進行と情

報格差の拡大は、いずれも、恩恵と問題が一体とな

っておる。 
したがって、これらの事象は、営業職と顧客の満

足と不満のいずれをも左右する、ホスピタリティの

主要因になり得ると考えられる。 
さらに、事象別に考察したマネジメントの留意点

は、社内の設備投資、人材育成、成果評価をはじめ

とする経営の意思決定にかかわっているため、ボト

ムアップのアプローチだけでは改革し難い。そのた

め、本研究を糸口とし、トップダウンからのマクロ

な対策を補う必要があると考えられる。 
一方で、トップダウンによる対策には、営業職の

意識の変化に一層の理解が必要である。従来、ホス

ピタリティは文化や習慣に根差す部分が大きいため、
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一足飛びの改革は難しいとされていた。また、営業

職は個人の経験に依存しがちであった。しかしなが

ら、今回の調査では、「モノ売りから価値提供へ変わ

らなければならない」、「営業スタイルを抜本的に変

える必要がある」といった営業職自身による変革の

意思が伺える談話が見受けられた。したがって、

COVID-19蔓延がきっかけとなり、今はホスピタリ

ティを主体的に改革する好機であると推測できる。 
また、パンデミックの状況は刻々と変化しており、

量的データの蓄積に基づく調査を待っていては対応

が後手になることが懸念される。そこで、本研究の

ように、質的で局所的な事象から営業と顧客との関

係性の変化を先行して推測すること自体を営業プロ

セスに加えること、さらに、その遂行により顧客満

足度の向上を図る価値創造の支援をホスピタリテ

ィ・マネジメントの実施プロセスとして加えるこが

有効であると考えられる。 
 

８．おわりに 

本研究では、COVID-19蔓延による営業職のホスピ

タリティの変化とそのマネジメントの考察という目

的に対し、6.の通り営業職と顧客夫々に特徴的な事

象を抽出した。その結果、7.の通り、新たな恩恵と

問題が同時に絡み合う営業職のホスピタリティの構

造を捉えることができた。さらに、これらの実態構

造に基づきホスピタリティ・マネジメントの補足点

と留意点を提示することができた。 

また、独自の感覚や経験で取り組まれがちな営業

プロセスに対し、エビデンスに基づき客観的に実態

を整理することができた。本研究で実施した調査手

順は、COVID-19蔓延に限らず、新規ビジネスや変化

の激しい市場競争における、営業職と顧客のホスピ

タリティ・マネジメントにも適用可能であることが

確かめられた。 

 本研究は限られたデータに基づく分析であり、本

研究の結果を糸口とし分析の精度を一層高める必要

がある。また、今後、本研究で示したマネジメント

の補足点や留意点を遂行した結果を評価する必要も

ある。一方で、感じているに留まっていた課題を頻

度や希少性を踏まえ客観的に分析した点、営業と顧

客の双方の満足や不満の比較に基づきホスピタリテ

ィを具体的に捉えた点、および、次のパンデミック

に備えてホスピタリティ・マネジメントについて整

理する観点を示した点で貢献できた。 
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