
サービス産業におけるイノベーションと
生産性向上に向けて

～サービス産業の成長力の加速とサービス革新のために～

平成１９年４月２０日
甘利議員提出資料

（参考資料）



1

サービス産業の成長力の加速とサービス革新のために

高まるサービス産業*の重要性

自由な民間活力発揮のための横断的な枠組み作り～市場環境整備による競争を促進～

サービス産業*の生産性の低い背景と課題

世界各国でも高まるサービス産業*の重要性

サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会

「生産性＝効率性」の誤解／重要な付加価値・サービスの品質

サービス産業のイノベーションと生産性向上に向けた具体的取組（体系イメージ）

製造管理ノウハウの活用によるサービス提供プロセスの改善

サービス分野における科学的・工学的アプローチの拡大

信頼性向上のための情報提供の仕組み作り

品質評価のための分野横断的ベンチマーキング（日本版ＣＳＩ）の構築

サービス産業における人材育成

サービス産業のグローバル展開

サービス産業への投資の拡大／新規参入の促進

サービス産業におけるＩＴ活用

サービス産業による地域活性化

サービス産業生産性協議会 ～基本構想～

サービス産業生産性協議会における取組
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サービス産業の成長力の加速とサービス革新のためにサービス産業の成長力の加速とサービス革新のために

●経済成長戦略大綱（平成18年７月 財政・経済一体改革会議（政府・与党））

サービス産業の生産性を抜本的に向上させること、またこのために『産学官による「サービス産業
生産性協議会」』を設立することが明記

●サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会（牛尾治朗座長）（12月12日）

経済産業省にて、今後のサービス政策における具体的施策パッケージと「サービス産業生産性
協議会」の基本構想について検討開始

●経済財政諮問会議（２月27日）

「サービス革新戦略～効率性の革新～」を４月中にとりまとめることが決定

●サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会（ 終回）（４月３日）
研究会の報告書のとりまとめ、公表

●経済財政諮問会議（４月20日）＜成長力加速プログラム＞

甘利大臣から研究会の結果について報告予定

●サービス産業生産性協議会（５月10日）
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サービス産業の重要性と市場拡大の背景

少子高齢化など社会構造変化に対応したサービス需要の高まり

製造業中心に業務のモジュール化が進み、アウトソーシングが拡大

公的市場の民間開放や規制改革による新たなサービス市場の拡大

サービス産業*は、日本経済の７割近く（ＧＤＰ・雇用ベース）を占める非常に重要な産業。その中
でも特に日本経済の４割強を占める狭義のサービスの生産性向上が必要。

高まるサービス産業高まるサービス産業**の重要性の重要性
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※左表中の
ｻｰﾋﾞｽ業の業種

「サービス」の内訳と業種による伸びの差（2000年/1990年の付加価値額の比により計算）

（※）サービス産業（医療、介護、教育、流通、物流、
対個人・対事業所サービス等）の全産業に占める割
合は、1990年の41％から2000年には44％まで拡大。

※当資料内で「サービス産業」が三次産業を表す場合には＊を付すこととする。

1990 2000
全産業内
割合(1990)

全産業内
割合(2000)

00年/90年
（%）

9.7 9.4 2.1% 1.9% 97%
161.0 146.2 34.3% 28.9% 91%

不動産 45.8 55.5 9.8% 11.0% 121%
電力ガス水道・廃棄物処理 15.8 16.1 3.4% 3.2% 102%

金融保険 20.8 26.0 4.4% 5.1% 125%
運輸（貨物運輸等除く） 12.9 12.3 2.7% 2.4% 95%

通信・放送 7.3 17.0 1.6% 3.4% 234%
その他・分類不明 1.6 1.2 0.3% 0.2% 75%

104.2 128.1 22.2% 25.4% 123%
医療・保険・社会保障・介護 17.4 18.2 3.7% 3.6% 105%

教育・研究 24.0 24.1 5.1% 4.8% 100%
対個人サービス 32.9 32.4 7.0% 6.4% 98%

対事業所サービス 33.8 46.6 7.2% 9.2% 138%
流通（卸小売） 56.4 70.3 12.0% 13.9% 125%

物流（貨物運輸・倉庫・こん包） 11.2 10.5 2.4% 2.1% 94%
公務 15.4 16.8 3.3% 3.3% 109%

その他の公共サービス 2.8 2.7 0.6% 0.5% 96%
193.9 221.5 41.4% 43.8% 114%
298.2 349.7 63.6% 69.2% 117%
468.9 505.3 100.0% 100.0% 108%

３次産業計

全産業計

その他計

農林水産業

製造業・鉱業・建設業

単位：兆円　　粗付加価値額（９５年固定価格評価　実質表）

３次産業

サービス

その他

サービス計

医療は、国公立、公益法人、医療法人。社会保障は、社会保険事業、社会福祉

物流は、鉄道貨物輸送、道路貨物輸送、貨物運送取扱、倉庫、こん包

対個人サービスは、娯楽サービス、飲食店、旅館その他の宿泊所、その他対個人サービス

対事業所サービスは、広告調査情報サービス、物品賃貸サービス、自動車・機械修理、その他対事業所サービス
出典：経済産業研究所「長期接続産業連関表」

三次産業 69%
三次産業

三次産業計
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自由な民間活力発揮のための横断的な枠組み作り自由な民間活力発揮のための横断的な枠組み作り～市場環境整備による競争を促進～～市場環境整備による競争を促進～

サービス産業のイノベーションと生産性向上は、自由な民間活力の発揮による発展が基本。規制改革とともに市場
環境を整備し、競争を通じたサービス産業のダイナミックな発展を目指す。

サービス分野での研究開発の促進、製造業のノウハウとＯＢ人材の活用推進、日本版ＣＳＩ（顧客満足度指数）や
業界自主認証など情報提供の仕組み作り、体系的な人材育成などを具体的に推し進めることで、競争を通じて競争を通じて
次々と企業活動の変化を促し、サービス産業全体のダイナミックな発展を目指す次々と企業活動の変化を促し、サービス産業全体のダイナミックな発展を目指す。

ダイナミックな発展のためには、官民が適切な役割分担の下、幅広く具体的施策を展開することが必要。そのため
にも、サービス産業生産性協議会と政府が連携しつつ、生産性向上のための取組を行うことが重要サービス産業生産性協議会と政府が連携しつつ、生産性向上のための取組を行うことが重要。

経済財政諮問会議における「成長力加速プログラム（労働生産性の伸び率５割増の実現）」への貢献を図る。経済財政諮問会議における「成長力加速プログラム（労働生産性の伸び率５割増の実現）」への貢献を図る。

【参考１】サービス産業*の生産性の低い伸び

（先進諸国との比較、製造業との比較）

【参考２】サービス産業における労働生産性の日米ギャップ

製造業
ｻｰﾋﾞｽ
産業

米国 3.3 2.3
英国 2.0 1.3
ドイツ 1.7 0.9
日本 4.1 0.8

生産性の伸びの低迷（９５－０３年）、％生産性の伸びの低迷（９５－０３年）、％

労働生産性上昇率(1995-2003)

（資料）OECD compendium of Productivity Indicator 2005より作成

●日本のサービス産業*の生産性の伸びは、先進諸国と比較
して低い。

●ほとんどの先進諸国においても、サービス産業の生産性
の伸びは製造業より低いが、中でも日本は、伸びの差が大
きく、経済成長における課題となっている。

（資料）経済財政諮問会議内閣府提出資料(4/6)より抜粋
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サービス産業サービス産業**の生産性の低い背景と課題の生産性の低い背景と課題

（狭義）

通信

金融保険

サービス

（狭義）（狭義）

通信

金融保険

サービス

生産性向上が特に必要なサービス産業（狭義）

●三次産業の中でも、特にサービス
産業（狭義）の生産性向上が必要。

グローバル競争、規制改革による新規参入・
競争や技術革新により生産性が向上してい
る通信、金融保険業といった産業に比べ、
サービス産業（対事業所・対個人サービス、
流通物流等）の生産性の伸びは低い。

業種別生産性推移（円／人） 1980～2003

（02年）

（02年）

（年率7.80％）

（年率4.55％）

（年率-1.60％）

（年率0.51％）

（年率0.31％）

（出典）国民経済計算 JIPデータ

サービス産業の低い生産性は、共通の特性から来る①グローバルな競争に晒されていない産業が多い、②市場が地
域に限られる、③消費者等に品質等の情報が行き渡りにくいといった市場環境が背景にあると考えられる。

サービス産業共通の特性 サービス産業の課題
製造業と異なり、研究開発への取組が十分ではない
サービスプロセスの効率化や品質管理への取組が遅れている
ＩＴ技術の活用が進んでいない

サービス品質の評価が困難であり、品質に基づく競争が行われ
ていない
体系的な人材育成の取組が十分ではない

サービス産業は多様だが、 「無形性」（目に見えない）、「同時

性」（提供と同時に消滅）などの共通の特性を有する。
また、サービス産業は新たなニーズに対応して生まれる若い産
業が多く、中小企業比率も高いという「新規性・中小企業性」を
有する。

多様なサービス産業の共通の特性に着目した横断的取組が重要。
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世界各国でも高まるサービス産業世界各国でも高まるサービス産業**の重要性の重要性

サービス産業*の重要性は日本に限られた話ではない。世界各国でも、サービス産業*の対GDP比は拡大しつつ

ある。

（※）サービス産業*の実質GDPに占める 割合の推移（90年→02年）
日：61.7→67.9%、米：70.2→70.9%、EU15：59.0→62.8%、中：31.3%→41.7%

サービス産業*の経済全体に対する重要性が増すにつれ、先進諸国のみならず、中国等アジア諸国でもサービス産
業*を政策的にも重視する動きが見られる。

「マルコム・ボルドリッジ賞（大統領賞）」（1987年）
アメリカの企業の競争力強化を目指した国家品質賞。
サービス産業も対象。99年より教育・ヘルスケア部門を創設。 【対象となる主な表彰部門】サービス／中小／教育／医療 等

「Innovate America(パルミザーノ・レポート)」（2004年12月発表）
「サービスサイエンスを学問領域として認識する。大学、短大、産業界が連携してカリキュラムを構築したり専門家を育成すること
を支援する。」
「ＩＴ革命によって、製造業の主な部分はサービス業となってきている。競争力のある会社ほど製品とｻｰﾋﾞｽを融合させている。製
品に付随してｻｰﾋﾞｽを提供することによって製品とサービスの価値体系を変え、収入源を転換していくことができるからである。」

米
国

「2006年経済運用の基本方向」
サービス産業の競争力強化対策の効果を測定する評価指標の開発。

「第11次5ヶ年計画」（2005年9月発表）

【目標】 ＧＤＰ中のサービス産業の割合：３％増加 （40.3%→43.3%）

サービス産業の就業者の比率：４％増加 （31.3%→35.3%）（2005年→2010年目標）

中
国

韓
国

世界各国でも、サービス産業*の対GDP比は拡大

近時高まる先進諸国やアジアでのサービス政策への取組の拡大
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サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会

サービス産業の現場からの意見と数多くの事例分析といった「現場主義」に基づき検討
（百数十名の企業関係者、有識者にインタビュー）

これまでは個別産業に着目していたが、現場と事例からサービス産業の共通の特性を踏
まえサービス横断的な枠組み作りを目指す

必ずしもサービス産業にダイナミズムを生み出す環境が整っていない中で、如何にして
サービス産業にダイナミズムを呼び起こすか、との視点を重視

サービス分野における科学的・工学的アプローチ、製造業ノウハウの活用などこれまで
意識されてこなかった新しい視点を探求

現場と事例現場と事例

横断的枠組み横断的枠組み

ダイナミズムの探求ダイナミズムの探求

新しいアプローチ新しいアプローチ

研究会委員

牛尾治朗 ウシオ電機㈱代表取締役会長（座長）

秋草直之 富士通㈱代表取締役会長

新井民夫 東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻教授

伊藤元重 東京大学経済学部・大学院経済学研究科教授

小林栄三 伊藤忠商事㈱代表取締役社長

斎藤敏一 ㈱ルネサンス代表取締役社長執行役員

桜木君枝 ㈱ベネッセコーポレーション常勤監査役

西本甲介 ㈱メイテック代表取締役社長兼ＣＥＯ

橋本和仁 東京大学工学部・大学院工学系研究科教授

村上輝康 ㈱野村総合研究所理事長

平成１８年１２月より、経済産業省

において「サービス産業のイノベー

ションと生産性に関する研究会（座

長 牛尾治朗 ウシオ電機㈱代表

取締役会長）」を開催。サービス産

業のイノベーションと生産性向上に

向けた基本構想と協議会の活動方

針を検討し、４月３日に報告書をと

りまとめ。

＜検討の視点＞
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●生産性は、市場における価値創出の際に使用される資源について、その活用の効率を表すもの 。

●通常、生産性の議論になると、分母に着目する「効率向上」に目が向きがちだが、分子に着目する
「付加価値向上・新規ビジネス創出」や顧客満足度やホスピタリティなど「サービス品質向上」も重要。
企業の独自性や創造性が付加価値向上に結びつくための環境整備が必要。

生産性＝
付加価値の向上・新規ビジネスの創出

効率の向上

品質と信頼性（品質情報の提供）

人材育成など

製造管理ノウハウの適用

科学的・工学的アプローチ

「生産性＝効率性」の誤解／重要な付加価値・サービスの品質「生産性＝効率性」の誤解／重要な付加価値・サービスの品質

【有識者などのコメント】

生産性の定義をもう一回思い出すと、分母に労働者数×労働時間、分子に名目GDPが来るが、どうしても我々は分母に注目しがち
である。すなわち、コスト、合理化という分母的なもの、イノベーション、需要創造といった分子的なものを比べると、どうしても我々は
生産性向上の達成の為にはてっとり早い分母的なものを対象に選ぶ傾向がある。異論があるかもしれないが、生産性に関する学
問においても、分母的なものを計量化し、数値化するというところから、 初に発展してきたように思う。（健康サービス産業関係者）

サービス企業は、顧客のニーズを捉えつつ社会的貢献をするという使命を重視しているところが多いので、効率性のみを前面に出
すと、経営者の共感を得られなくなる恐れがある。（教育サービス産業関係者）
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サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けた具体的取組（体系イメージ）サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けた具体的取組（体系イメージ）

『経験と勘』に頼るサービス産業から
『科学的・工学的手法』による

サービス産業へ

製造管理ノウハウの活用

科学的・工学的アプローチ

ＩＴの活用

信頼性向上のための情報提供の仕組み作り

品質評価のための分野横断的ベンチマーキングの整備

人材の育成

サービス産業への参入の促進

海外への進出

地域への展開

統計整備と実態把握

サービス産業の品質の向上と
人材の育成

サービス産業の新規参入促進と
海外進出への支援

サービス産業による地域の活性化

サービス産業の実態の統計への反映

●政府と協議会が連携し、自由な民間活力の発揮を基本としつつ、官民の適切な役割分担の下で取り組む。
●規制改革とともに市場環境整備に取り組み、競争を通じて次々と企業活動の変化を促すことで、サービス産業全
体のダイナミックな発展を目指す。
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製造管理ノウハウの活用によるサービス提供プロセスの改善製造管理ノウハウの活用によるサービス提供プロセスの改善①①

● 世界の 先端を行く「ものづくり」分野における生産性向上のノウハウのサービス分野への導入を促進する。

Ｙホテルにおいて、ＩＥ手法により客室清掃の改善点を発見し標
準作業書を作成し改善実施中。ＩＥ手法はホテル業においても
十分有効であり、活用可能性が高い部分が多いことから、さら
なる具体的成果を生むことを目指している。

業務調査実施方法

実施方法； 作業観察と記録（数値データ化）

使用道具； ストップウオッチ＋ビデオ

使用した主な手法

工程分析的手法 作業者の手順 ものの変化する過程

稼働分析 連続稼働分析 ワークサンプリング

ムダ（価値を生んでいないもの）の発見

品質管理的データ解析（統計的なものの見方）

（例）客室 改善項目（客室のセットアップ・清掃の場合）

作業時間短縮 ＋ 品質確保

動作･作業方法のムダ取り改善

作業編成の改善

標準作業の設定 など

ベテラン作業者 新人作業者 作業時間比

客室清掃合計時間 １７分３秒 ３３分１９秒 １．９５倍

廊下に出た回数・時間 ６回、１３１秒 ７回、２２０秒 １．６８倍

ベットメイク時間 ２分３３秒 ６分２３秒 ２．５０倍

ホテルの客室清掃時間分析例（客室清掃をVTR録画して時間分析を実施）

事例：ホテルも生産工学（IE手法）で再設計

●Ｉ病院では、コンサルタントを導入し、患者の待ち時間削減に
取組。

●これまで予約のある患者も無い患者も同じ医師が診ていた
が、これを予約患者と予約無し患者の担当医を分けることで一
人の医師あたりの仕事量を平準化し、診療待ち時間を大幅に
短縮。

事例：病院にも「カンバン」方式

従来は予約のある患者
も、ない患者も一人の医
師が診ていたため、診
察やそれに伴う事務作
業の量に大きなバラツ
キが発生し、予約をして
も診療が終わるまでど
のくらいかかるか分から
なかった。

予約患者と予約無し患者の担当医を分けることで一人の医師
あたりの仕事量を平準化して整理。

患者が診察もされず事務作業も進んでいないという停滞が解
消され、診療待ち時間は２ヶ月でほぼ一時間以内に短縮され
た。また、患者は診察室の前に掲示された時計盤で待ち時間
を把握できるようになった。

出典：週刊ダイヤモンド2002/12/7号
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製造管理ノウハウの活用によるサービス提供プロセスの改善製造管理ノウハウの活用によるサービス提供プロセスの改善②②

政府による取組

中小企業基盤整備機構等の相談窓口における支援体制の整備
製造管理ノウハウ活用方策の研究と実証事業による成功事例の積み上げ

協議会による取組

ベストプラクティスの普及・啓発および製造業ＯＢ人材・企業のネットワーク化
製造管理ノウハウの活用方策の分析

【有識者などのコメント】

２００７年はものづくりの優秀な人材が退職して世の中に出てくるのでサービス産業にとっては大きなチャンス。この人達が製造業の
ノウハウをサービスに広げていければ大きな効果が期待できる。（大学関係者）

【有識者などのコメント】

製造業ノウハウのサービス業への展開・サービスの工業化が重要。ＩＴ企業においても工場では、１秒・１銭単位での効率化をしよ
うと努力しているのに、例えばＳＥの世界に入ると、１時間・１万円単位での議論となる。（製造業関係者）

サービス分野で一から積み重ね始めるよりは、まず製造業から吸い取れるところを吸収することが即効性がある。旅館業について
は、例えば厨房のプロセスは接客的活動ではなく、生産プロセスそのものである。（観光産業関係者）

欧米ホテルの人件費は売上げの３０％程度であるのに対して日本のホテルは４５％を占める。お客様の目に触れない後方部門の
生産性向上は 重要課題である。（観光産業関係者）
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サービス分野における科学的・工学的アプローチの拡大サービス分野における科学的・工学的アプローチの拡大①①

●米国競争力評議会の報告（パルミザーノ・レポート）において、指摘されたように、サービス分野におけるイノベー
ション、品質の向上、生産性・効率性向上のための研究が、サービス分野共通の科学的研究分野として注目される。

●しかし、サービス分野における工学分野等の研究開発の取組は不十分。また、産学連携も進んでいない。

●科学的手法を用いてサービスの持つ諸問題を解決し、生産性を向上とサービス・イノベーションを実現しようとする
取組、サービス工学・サイエンスの研究開発と成果の普及を促進することが必要。

事例：メジャーリーグのスケジュールを 適化

Ｃ大学のT教授らに代表されるＳ社は、 適化技術を利用し、

メジャーリーグのスケジュールを作成。作成にあたっては、多
様な制約条件を加味した質の高いスケジュールを作成。

スケジューリング問題に対する 適化手法は、航空会社のパ
イロットや客室乗務員、鉄道会社、物流会社等のスケジューリ
ングにおいても適用されており、コスト低減等の制約条件を考
慮したスケジュール 適化が求められる様々な分野で応用が
可能。

制約条件の例：
ホームからの移動回数、ホーム・アウェイ試合
の配列、ロード旅程の短縮化、連続試合日数
上限、TV放映ニーズ、等々

試合数は1チームあたり162試合、全2430試合にも及ぶ。

この試合数を満たすチームの組合わせパターンは膨大に
なるため、多くの制約条件を加味した公平なスケジュール
作成を人手で行うことは極めて困難。

事例：ＧＰＳを活用した経営革新（タクシー）

タクシー会社Ｈ社では、GPSを活用して優秀乗務員の行動

データを分析し、ノウハウを共有。

タクシーに搭載したGPSシステムを活用し、優秀乗務員の

走行パターンを調べ、その軌跡を分析。研修会等の乗務
員教育において活用。

業界平均を上回る高い実車（稼働）率を実現。

高い売上高の実現。

タクシーもコンビニ同様に、曜日、時間、天候等によって顧
客のいる場所が変動。こうした知識を蓄積することが売り
上げや稼働率の向上に欠かせない。

（Ｃ大学ＨＰより作成）
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政府による取組

サービスサイエンス、サービス工学のための
サービス研究・技術ロードマップの策定

サービス研究拠点の整備
先端的・革新的分野における研究開発推進
産学連携の強化・推進
サービス分野への科学的・工学的アプローチ適用の実証実験

協議会による取組

サービス分野における科学的・工学的アプローチの拡大サービス分野における科学的・工学的アプローチの拡大②②

成功事例の調査・普及啓発 / 異分野間の連携促進

産学連携の強化・推進の成功事例の共有
科学的・工学的アプローチ適用にかかる実証実験の事例の共有

【有識者などのコメント】

製造業出身の社長が就任してからは特に大学との連携、研究開発の重要性が社内で強調されている。それは社長が製造業での経
験から得た考え方に基づいているようだ。（教育サービス業関係者）

日本経済が持続的に成長していくためには、サービス経済の活性化のための科学的な方法論を追求する必要がある。（有識者）

サービス産業はちょっと工夫すればとりあえず事業が成り立ってしまう。製造業は研究開発をしないと生き残れないが、サービス産業
はそうではない。それだけに更に組織的に研究を深めようという取組がサービス産業では生まれない。（健康サービス産業関係者）

【有識者などのコメント】

ニーズとシーズの間をマッチングして、トランスレーションできるようなシステムが非常に重要。産学連携が絶対に１つのエンジンと
なりうる。トランスレーターはかなりきめ細かく作らなければならないのだが、そのような能力のある人はたくさんいる。個々の技術
者、研究者が出て行く前に、全体を見渡せて、企業と大学との間に入ることのできるトランスレーターとなる人材が非常に重要であ
る。（大学関係者）

日米の業種別研究開発支出の比較

米国 日本

製造業

非製造業

57%

43%

88%

12%
（出典）
米国企業についてはＮＳＦ統計（２００６年７月）
日本企業については総務省統計（２００５年１２月）
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信頼性向上のための情報提供の仕組み作り信頼性向上のための情報提供の仕組み作り

●サービス分野においては、情報の非対称性により、消費者に品質情報が行き渡らず十分な競争が起こりにくい。
消費者の視点・信頼性抜きには、サービス市場の発展は望めない。

●政府の安易な規制導入を避け、民間における仕組み作り（例えば、認証制度導入）を支援し、サービス内容を「見
える化」することによって、競争を促進する。

苦情・相談をとりまとめた（独）国民生活センターのPIO-NETによると、平成１７年度の相談案件総数は１２７万５千件

消費者相談の事例

期待感と現実におけるミスマッチ等サービス内容の課題に基づくトラブル事例

エステサロンで肌診断を受け美顔エステを契約。５回ほど通ったが全く効果が実感できない。

成婚率が高いとの広告を見て約２０万円払って入会した。毎月８人のプロフィールが送られてくるが、自分の希望する人は全くいない。

結婚相手紹介サービス会員の半数弱は「期待はずれ」と感じている。

協議会による取組

業界自主基準等の策定、第三者認証制度やＡＤＲ（裁判外紛争解決）メカニズムの構築

【有識者などのコメント】

サービス産業は商品の中身が見えないため、情報を適切に得られない。そのため、テレビコマーシャルなどの情報に簡単を鵜呑み
にしがちだ。（有識者）

保育業界においては、a)相性の良いベビーシッターが継続的に訪問するのではなく違った人が訪問、b)前日まで担当者がわからな
い、c)赤ちゃんに怪我を負わせる、d)遅刻する、などのサービス品質上のクレームが多い。（育児サービス産業関係者）

品質評価や信頼性向上のための仕組み作りを今後形作っていく中で忘れてはいけない視点として、企業なり業種なりが持っている
付加価値を如何に見出しているか、独自性やプラスの側面を如何に目に見える形にしていくかという観点が非常に重要。（教育サー
ビス産業関係者）
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品質評価のための分野横断的ベンチマーキング（日本版ＣＳＩ）の構築品質評価のための分野横断的ベンチマーキング（日本版ＣＳＩ）の構築

●サービス品質について、異なる事業者や異なるサービス分野の間でも比較が可能となるような横断的なベンチ
マーキングを、米国顧客満足度指数（ACSI）の事例を参考としつつ、我が国でも構築する。

●サービスの品質に基づく合理的な競争環境が構築されることは、適切な価格競争の前提であり、これにより、サー
ビス産業の品質や生産性の向上に資することとなる。

企業例 分類 スコア 50                                        100
コストコ 小売 81 |||||||||||||||||||||||||||||||
シアーズ 小売 73 |||||||||||||||||||||||

ウォルマート 小売 69 |||||||||||||||||||
ユナイテッド航空 航空 63 |||||||||||||

トヨタ 自動車 87 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォード 自動車 77 |||||||||||||||||||||||||||

マクドナルド レストラン 63 |||||||||||||
スターバックス レストラン 77 |||||||||||||||||||||||||||

アマゾン WEB 87 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グーグル WEB 81 |||||||||||||||||||||||||||||||

バンク・オブ・アメリカ 銀行 72 ||||||||||||||||||||||

ACSIスコアの例（2006年）

■■ACSIACSIとはとは

• ACSI（American Customer Satisfaction Index＝米国顧客満足度指数）

は、各企業に対する消費者の満足度を測る指標で、ミシガン大学ビジネ
ススクールが開発し、１９９４年以降、毎年調査公表されているもの。

•調査対象は４３業種２００社以上に及び、毎年６５,０００名以上の消費者

に対して調査が行われている。

•１９９３年大統領令12862号「顧客サービス標準の設定」を踏まえ、民間
企業との比較可能な国レベルの顧客満足指数としてACSIが各種連邦機

関の業績評価に利用されている。

■■各国での各国でのACSIACSIモデルの利用状況モデルの利用状況

•韓国：韓国生産性本部がACSIモデルをもとに韓国顧客満足度指数
（NCSI）を開発し、１９９８年より導入。

•シンガポール：近く試験版を導入予定。

• EU：２００４年に顧客満足度指数の研究調査を実施。

ACSIの調査項目と調査手法
調査項目 手法

期待値 購入前の商品・サービスの評価により測定

質 商品・サービスの全体の質、信頼性、ニーズ充足度等により測定

価値
商品・サービスの質に対する支払額の評価、支払額に対する質の
評価によって測定

苦情 苦情の有無、苦情時の企業対応などにより測定

カスタマーロイヤリティ 商品・サービスの再購入意向などにより測定

協議会による取組

サービスの顧客満足度に関する業種横断的なベンチマーキング（日本版ＣＳＩ）の仕組みの構築
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サービス産業における人材育成サービス産業における人材育成

●サービスは、人が中心となって提供されるため、その品質や効率性は人材に大きく依存する。従って、優秀な人材
の獲得と育成の両面が重要。

●サービス産業人材を育成する体系的な教育体制の充実と産学間における対話を促進する。

製造業には、工学部・理学部といった学問体系が大学等教育機関にあるが、サービス産業には体系的な教育が整
備されていない。政府は、産業界と大学等教育機関との対話の促進に資する働きかけを行うとともに、教育体制の
充実に向けた取組を支援する。

協議会による取組

サービス産業界に求められる人材ニーズ・人物像の明確化
サービス産業人材を育成する教育体制の充実に向けた産学間対話の促進

●産業界における戦略的人材育成－サービス産業人材育成プラットフォームを構築する。

業種内や業種横断的に共通とされるスキルやノウハウを明確化し、より戦略的に人材を育成していくための体制を
整備する。

人材スキル標準の作成
人材育成のための共通プラットフォームとしての能力評価制度（試験・検定）構築支援
ジョブカードの活用
→個別サービス分野毎に業界共通スキル標準の策定を行い、これに対応した資格制度等を整備

協議会による取組

【有識者などのコメント】

アルバイトは学生であるため入れ替わりが激しく、店舗内及び店舗間で能力格差が生じやすい。フィットネス業界共通のスキル標準
があるとありがたい。（健康サービス産業関係者）

【有識者などのコメント】

社会福祉関連の学科が増えているが、ビジネスという観点が薄く、産業育成に繋がっていない。（大学関係者）
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従来よりグローバル展開してきた金融・航空等の業種にとどまらず、近年多様なサービス企業が国境を越えて事
業を展開しており、特に中国への進出・展開が見られる。

M社(タクシー）

ハイヤー営業を計画

合弁会社を設立しハイヤー営業に関する教育等を
バックアップする予定。

＜参考＞ 日系進出企業数（全産業）

中国への進出企業数：19,779社

インドへの進出企業数：328社

出典：JETRO

Ｊ社（旅行）

中国で海外旅行事業を強化
中国で中国人を対象顧客とする海外旅行
事業を強化する。日本だけでなく欧州、カナ
ダなど中国人に人気のある旅行先につい
てニーズにあった商品・サービスを提供す
る。

Ｂ社（教育）

幼児教育で上海の出版社と教材開発
中国のＡ社と共同で幼児向け教育に関する共同
研究を実施し、その成果をＡ傘下の出版社にライ
センス供与するロイヤリティビジネスを展開。

Ａ社（コンテンツ：音楽）

中国で歌手発掘から育成まで
北京に日中韓合弁で芸能プロダクションを
設立。アーティストや作詞家、作曲家の発
掘、育成やマネジメント、海外音楽、映像
原盤権のライセンス販売等を行う。

サービス産業のグローバル展開サービス産業のグローバル展開

●我が国サービス産業はグローバルな競争環境におかれていなかったこと等が低い生産性をもたらす背景の一つ。

●グローバルな競争を通じた我が国のサービス産業の生産性向上・イノベーションの促進が期待される。

●我が国のサービス産業の積極的な海外進出を促進するためには、海外の貿易投資環境に関する情報収集・提
供活動の強化も重要。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Flag_of_India.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
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サービス産業への投資の拡大／新規参入の促進サービス産業への投資の拡大／新規参入の促進

●新規企業の参入によるイノベーション促進、競争の活性化が重要。

●しかしサービス産業はその新規性のために市場からの信頼性が高くない場合もあり、固定資産比率も低い状況。
また、動産担保を活用した資金調達方法がなじまない事からその成長に資金面の課題もある。

●このため、サービス産業を対象としたファンドの充実が重要である。

【有識者などのコメント】

地域活性化型で、必ずしもＩＰＯに到達できる見込みの薄い案件も多いので、ファンディングが集まらないと思っていたが、非常に活
性化していて、投資先もサービス事業関係が多いようだ。（総合商社関係者）

サービス産業におけるＩＴ活用サービス産業におけるＩＴ活用

サービス産業による地域活性化サービス産業による地域活性化

●地域におけるサービス産業の役割

①ＩＴ活用で地理的制約を越えた 【地理的制約解消型サービス】

②地域の新たなニーズに応える 【地域内需対応型サービス】

③地域ブランド向上に寄与する 【地域ブランド創出型サービス】

●これらの役割を持つ、地域でのサービス産業発展のための適用事例を収集・普及。

●「中小企業地域資源活用プログラム」や「新連携支援」などの中小企業施策を活用して支援を実施。
●NPO等新たな担い手の活動支援も必要。

●ＩＴの活用によって、新しいサービス産業の創出、サービス産業における競争の創出、生産性の向上が期待される。

●しかし、サービス産業は製造業に比してＩＴ投資の量が不足（ＩＴ資本ストックの日米比較では、製造業に比してサービ
ス産業のＩＴ化率の低さが目立つ）。
●また、サービス産業におけるIT投資は、効果的に生産性向上に結びついていない（米国との比較では、IT投資と生産

性上昇の相関係数が低い）。

●このため、ＩＴ投資の質の向上と量の充実を促す施策が重要である。

●具体的には、中小サービス業のＩＴ活用の支援、社会インフラとしての電子タグ・電子商取引基盤の整備、ソフトウェア
の有効利用による投資効率、生産性、競争力の向上に向けた取組を行う。
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サービス産業生産性協議会サービス産業生産性協議会 ～基本構想～～基本構想～

設立の趣旨

サービス産業生産性協議会の役割（概要）と取組

【経済成長戦略大綱】
平成18年７月の財政・経済一体改革会議（政府・与党）において、「経済成長戦略大綱」が決定。同大綱には

『（サービス産業の）生産性を抜本的に向上させることにより、製造業と並ぶ「双発の成長エンジン」を創る』こと、
またこのために『産学官による「サービス産業生産性協議会」』を設立することが盛り込まれた。

産学官が連携して取り組む共通のプラットフォームとして、多様なサービス産業界が抱える課題に
応える場となることを目指して設立。

協議会において、サービス産業の活性化のための活動を幅広く行いサービス産業のイノベーションと生産性向
上のための、ダイナミックな展開が期待されている。
このため、サービス産業関係者はもとより、サービス産業に関連する製造業や、大学関係者、関係省庁等幅広
い関係者の参加・協力のもとに設立され、活動することが期待される。

サービス産業における人材育成

製造管理ﾉｳﾊｳの活用によるｻｰﾋﾞｽ提供ﾌﾟﾛｾｽの改善

品質評価のための分野横断的ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ（日本版CSI）構築

サービス分野における科学的・工学的アプローチの拡大

信頼性向上のための情報提供の仕組み作り

普及啓発活動（「ｻｰﾋﾞｽ業３００選（仮称）」等）

サービス産業の実態把握と統計整備

地域活性化

グローバル展開

IT活用の推進
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サービス産業生産性協議会における取組（例）

①政府が平成１９年度に策定するサービス工学のための
サービス研究・技術ロードマップにおける検討をもとに、
サービス分野における科学的・工学的アプローチ適用に
関する実証実験を複数分野で行う。

②ベストプラクティスの分析と普及を行う。

①製造管理ノウハウのサービスへの適用に関する実証実
験を行う。

②サービス産業への製造管理ノウハウの伝道師としての
製造業ＯＢ人材・企業をネットワーク化する。

③ベストプラクティスの分析、普及啓発を行う。

①複数の業種で、民間における認証基準を構築する。
②平成１９年度中に顧客満足度指標に関するプロトタイプ
を作成する（平成２０年度から本格的に実施する予定）。

①個別サービス分野毎の業界共通スキル標準の策定を具
体的にいくつかの業種において行い、能力評価の仕組み
と一体的に開発する。

②この仕組みを底上げ戦略の「ジョブカード」と連携させる。

①創意工夫に満ちた生産性向上に役立つ先進的な事例を、
サービス産業より１００件選定する。

※なお、平成２０年及び２１年に選定する計２００の事例と
あわせ、「サービス業３００選」とする。

早急に以下の委員会を設置し、平成１９年度中に具体的取組を進める。また、平成２０年度以降、順次活動を拡大
していくものとする。

産業界において求められる人物像（知識・スキル・技術）を明確にし
た上で、教育体制の充実に向けてどのような取組があり得るかに
ついて検討を行う。

サービス品質の評価認証やＡＤＲ制度、顧客満足度の指標化（日
本版CSI）について、産業界の取組を支援するとともに、業界の枠を
超えたインフラを整備する。

生産性向上に資するイノベーションのベストプラクティスの中から特
に先進的な事例、優良な事例を 「サービス業３００選」として選定す
る。また、優れたサービスモデルの表彰制度を企画し、実施する
（選定基準の策定、審査委員の選定、企業の募集、選定作業、品
質賞の授与）。

工学適用の事例について、ベストプラクティスの分析、普及啓発を
行うほか、産学連携などの取組を支援する。

製造業ノウハウの導入について、ベストプラクティスの分析、普及
啓発を行うほか、具体的取組の創出に向けた産学連携などの取組
を支援する。

人材育成委員会

品質・ＡＤＲ委員会

サービス品質賞委員会

サービス工学アプローチ委員会

製造業ノウハウ展開委員会

（平成１９年度の取組）

等。


