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＜要 旨＞ 

 

 サービスの知覚品質評価に関する研究は 1980 年代以降、ノルウェー学派、アメリカ学派

に分かれて行われ、計測手法などにおいて発展を遂げている。しかし、近年はインターフ

ェースに IT を使用して、セルフサービスや遠隔地からのアクセスが可能となったサービス

が消費生活の中に定着している。こうしたサービスは、従来のサービスのようなフェース・

ツー・フェースのサービス・エンカウンターではなく、IT がサービス・エンカウンターに

介在する。 

 こうした IT インターフェース・サービスにおいては、利用者はサービス提供者と直接的

なやり取りを行うことがないため、プロセス・インタラクションよりも主に結果が重視さ

れるという予測もあった。しかし、本稿では顧客経験を辿って評価要素を考察することに

より、IT インターフェース・サービスにおいてもプロセスやインタラクションが重要な評

価要素となることを明らかにしている。顧客経験を可視化するサービス・ブループリンテ

ィングはサービス品質管理に有効なツールだが、ステップごとの評価要素を特定すること

によってその有効性を高めることができる。 
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１．はじめに 

 

 近年、モノ製品の差別化がますます困難になる中、製造業でもサービスを重視して顧客

満足の向上を図る企業が増えつつある。これとともに、サービス品質やサービスに対する

顧客満足をどのように測定したらよいか、といった問題も浮上している。経済産業省が主

導するサービス生産性協議会も、米国のACSI1を参考にしながら、日本版顧客満足指数の開

発を推進しつつある。 

 サービスの知覚品質評価に関する研究は、1980 年代以降、ノルウェー学派、アメリカ学

派に分かれて盛んに行われ、計測手法などにおいて著しい発展を遂げている。しかし、近

年は顧客接点に IT を使用して、セルフサービス化したり、遠隔地からサービスへのアクセ

スを実現するなど、顧客に対して人が直接接しないサービスが占めるウェートが高まって

いる。こうした例として、コールセンター、ネットショッピング、ATM 等を挙げることが

できる。このようなサービスは、従来のフェース・ツー・フェースのサービス・エンカウ

ンターではなく、IT がサービス・エンカウンターに介在するという意味で、本稿では IT イ

ンターフェース・サービスと呼ぶことにする。 

 こうした IT インターフェース・サービスにおいては、利用者はサービス提供者と直接的

なやり取りを行うことがないため、結果だけが重視されるという考え方もあった。しかし、

本稿では顧客経験を辿って評価要素を分析・考察することにより、IT インターフェース・

サービスにおいてもプロセスやインタラクションが重要な評価要素となっていることを明

らかにする。この意味において、IT インターフェース・サービスも従来のサービスも、サ

ービスがもたらす結果とともに、プロセス品質は顧客満足を実現する上で重要な意味を持

つと言うことができる。 

 以下、本稿はサービスの知覚品質研究や IT インターフェース・サービスに関する先行研

究を概観した後、本研究のフレームワーク、すなわちモデルと仮説を説明する。そして、

評価グリッド法を用いた仮説検証の方法を概説し、その分析結果を検討する。最後に結論

とインプリケーションをまとめる。 

 

２．先行研究 

 

 2.1 サービスの知覚品質評価 

 サービスの知覚品質評価法は 2 系統で進化してきた。1 つはGronroos(1984)に始まるノル

                                                  
1 米国顧客満足指標（American Customer Satisfaction Index）、1994 年に導入された。全体的な満足感、

期待値との不一致度、同一カテゴリー内の最高の製品・サービスとの差――の 3 指標を用いて得点化して

いる。日本版顧客満足指数の開発メンバーの 1 人、朝野熙彦（首都大東京教授）はこの方式には問題点が

多いと指摘する（朝野, 2008）。 
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ウェー学派である。ここでは、サービス品質は技術的品質(Technical Quality)と機能的品質

(Functional Quality)の 2 次元で評価されると考える。前者は、サービスの結果として何が

もたらされたか、つまり「結果品質」、後者はサービス提供者とのやり取りにおける満足感、

すなわち「プロセス品質」2を表している。その後、Rust and Oliver(1984)は、サービス環

境品質を加えて、3 要因モデルとして理論化している。 

 こうした流れとは独立に発達した今 1 つの系統が、SERVQUAL に代表されるアメリカ

学派である。Parasuraman, Zeithaml and Berry(1988)によって提唱された SERVQUAL

は、サービス品質を信頼性、反応性、確実性、共感性、有形要素の 5 次元で評価する手法

である。アンケート調査の 22 の質問から因子分析によって 5 要因を抽出し、これらの 5 因

子によってサービスを評価する。 

 上記の 2 系統は、ともに事前の期待と実現したレベルとの差を評価する、いわゆる期待

不一致モデルの形態を取っている。しかし、その後の検討や検証から、期待との差ではな

く、実現レベルだけで評価する方が、結果として安定的な評価を下せるとして、期待を含

まない SERVPERF が開発されたり(Cronin and Taylor, 1992)、階層モデルによってノルウ

ェー学派とアメリカ学派の融合が試みられたり(Brady and Cronin, 2001)して今日に至っ

ている。 

 サービス評価モデルのこれまでの経緯から共通の問題意識を挙げるとすれば、「単一サー

ビスではなく、幅広いサービスに適用可能な評価尺度を設計する」という方針に他ならな

い。例えば、SERVQUALがその評価方法を実証しているのが、銀行、クレジットカード、

修理・メンテナンスサービス、長距離電話の 4 種類のサービスであり、なるべくタイプの

異なるサービスを選定したと記している。また、Brady and Cronin(2001)が実証の対象と

したサービスも、テーマパーク、ファーストフード、ドライクリーニング、写真現像の 4

サービスで、やはり多様なサービスを包摂することを企図している3。サービスは多種多様

ではあるが、しかしそれゆえにこそ、サービスを系統的に理解し、分野間の共通点と差異

を明らかにしようとする研究者の意図が読み取れる。 

 

2.2 IT インターフェース・サービス 

 IT がサービス・エンカウンターに介在するサービスが、どのように評価されているかに

ついて、多くのことはわかっていない。主に職場の従業員を念頭において、「IT が受け入れ

られるか否か」を論じたものに、Davis(1986,1989)の技術受容モデルがある。これによる

と、新技術が受け入れられるか否かは、ユーザーサイド（従業員）から見た知覚有用性と

知覚簡便性によって説明できると結論づけられた。しかし、これは職場における従業員の

知覚に基づいたものであり、最終消費者として IT に接するときには、価格コストを意識せ

ざるを得ないこと、知覚有用性の内容も職場でのそれとは異なったものになると思われる

                                                  
2 結果品質は成果品質、プロセス品質は相互作用品質とも言われる。 
3 Lovelock(1983)による 4 分類（対人か対物か、有形か無形か）に対応している。 
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ことから、そのまま消費者に適用することは不可能である。 

 Froehle and Roth (2004)は、サービスの利用者と提供者のエンカウンターを図表 1 のよ

うに分類した上で、「従来の SOM（サービス・オペレーション・マネジメント）研究は、

フェース･ツー･フェースの状況を理解する上で、役立ってきたが、いわゆる Technology- 

Mediated の状況（利用者がバックオフィスとのコンタクトする状況）に関しては、理解が

進んでいない」との認識を示している。その上で、Technology-Mediated の代表的なサー

ビスである、コールセンター（カスタマーサポート）に関する多次元尺度に基づく評価指

標を提案した。 

 

＜図表 1＞ サービス・エンカウンターと IT：Froehle et,al.(2004)による分類 

 

Modes of Face-to Face Customer Contact：フェース･ツー･フェース 

A. Technology-Free Customer Contact 

 

 

 

 

 

 

 

B. Technology-Assisted Customer Contact 

 

 

 

 

 

 

 

C. Technology-Facilitated Customer Contact 

 

 

 

 

 

 

 

技術 

利用者 提供者 

技術 

利用者 提供者 

技術 

利用者 提供者 

3  
 



 

Modes of Screen-to Face Customer Contact：スクリーン・ツー・フェース 

D. Technology-Mediated Customer Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 例：コールセンター、インスタントメッセージ（チャット）でのサービス 

 

E. Technology-Generated Customer Contact（Self-Service） 

 

 

 

 

 

 

 

 例：銀行の ATM、e コマース、セルフサービスの給油機等 

 

（出所）Froehle and Roth (2004) 

技術 

利用者 提供者 

技術 

利用者 提供者

 

 図表 1 の中で、Froehle and Roth (2004)の分析対象は、スクリーン・ツー･フェースサー

ビス中の D. Technology-Mediated Customer Contact に特化している。このため、他形態

との比較検討は行われていない。 

 Meuter, Ostrom, Roundtree, and Bitner(2000)は、Froehle et.al (2004)がスクリーン・

ツー･フェースと表現したサービスを包括的にTechnology-Based Service Encounter、ある

いはSST(Self-Service Technology)と表現し、図表 2 のように分類した。ただ、Froehle et.al 

(2004)がコールセンターの品質評価に特化したのに対して、Meuter et.al (2000)は、14 種

類のサービスに対して包括的にCIT(Critical Incident Technique)4による分析を行った。 

 

                                                  
4 被験者に、記憶に残っている特定の経験について詳しく語らせる方法。Meuter et.al (2000)では、サービ 

スを特定した上で、「満足したか不満足であったか」、「なぜ記憶に残っているのか」、「サービスの結果は」、 

「苦情を言ったか、言ったとすればどのように」、などの質問をしている。 
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この結果、満足につながる要因として、緊急ニーズの解決、より良い解決（お金の節約、

時間の節約、その他の利便性）、技術自体に感心する――を抽出した5が、サービス間の比較・

対比は今後の課題としての言及にとどまっている。 

 

＜図表 2＞ Technology-Based Service Encounter の分類：Meuter et.al (2000)による 

                 Interface

Purpose
Telephone/Interactive

Voice Response
Online/Internet Interactive Kiosks

Customer Service
・Telephone banking
・Flight information
・Order status

・Package tracking
・Account Information

・ATMｓ
・Hotel checkout

Transactions
・Telephone banking
・Prescription refills

・Retail purchasing
・Financial transactions

・Pay at the pump
・Hotel checkout
・Car rental

Self-Help ・Information telephone lines
・Internet information search
・Distance learning

・Blood pressure machines
・Tourist information

 

（出所）Meuter, Ostrom, Roundtree, and Bitner(2000) pp52 

（注） 原文には、Interface にもう１列 Video/CD があり、Purpose の Self-Help の欄にだけ該当例 

（税務・会計ソフト、トレーニングソフト）を掲載しているが、ここでは省略した。 

 

2.3 体験評価・顧客経験価値 

近年は、顧客経験を重視しようという考え方も広まってきた。サービス評価においてと

いうよりも、顧客接点における利用者の感情を把握し、制御するという CEM（Customer 

Experience Management）の考え方である。CEM はしばしば CRM（Customer 

Relationship Management）と比較される。CRM が顧客の購買履歴等、利用者の行為を管

理しようとしているのに対して、CEM は感情を重視する点で異なっている。サービスが体

験としての要素を持っていることを考えれば、CEM の考え方は今後ますます重視されるよ

うになると思われる。 

 しかし、購買履歴などが記録しやすい情報であるのに対して、感情の記録は困難を極め

る。また、利用者が時点ごとにどのような感情を抱くかについては、基本的には本人以外

は知り得ない。多くの経営者や実務家の間では、CEM のような考え方が経験的に重要だと

思われているものの、顧客経験に関するデータ収集や研究手法が確立されていないため、

研究蓄積は非常に少ない。 

                                                  
5 この論文の独自性はむしろ、不満要因が満足要因と異なることを示した点にあるだろう。不満要因は、

技術的な失敗（43％）、プロセスの失敗（17％）、技術的デザインの問題（17％）、サービスデザインの

問題（19％）、利用者のミス（4％）を挙げ、それぞれが苦情行動や口コミ効果にどのように影響するか

を検討している。 
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 体験評価に関する実証研究は主に、認知心理学の分野で発達してきた。Kahneman (1999)

は「体験評価は概ね、Peak-End Rule が適用できる」という法則性を見出している。すな

わち、全体評価(Remembered Utility) は、Peak (最高のまたは最悪の時間)と End (終わり

方) でほぼ決まってしまい、体験時間の長さや、苦痛や快適さの平均値はほとんど全体評価

に影響を与えないという法則である。 

一例として、図表 3 のような実験を行っている。苦痛を伴う医療検査（結腸内視術）の

例だが、苦痛な時点で終わるよりも、そこまで全く同じ経過を辿っても、終わり方が苦痛

でない方が全体評価は高くなることを示した。また、繰り返す場合も、結果的に長時間の

苦痛に耐えることになる図表の下の経験を選ぶ傾向があることを実験によって確かめた。 

 ただ、こうした感覚実験と、サービス体験評価には若干の距離があることも事実であろ

う。体験評価の研究は心理学分野にとどまっており、サービス研究に十分に取り入れられ

ているとは言えない。実務上の知見を得るためには、経済行為としてのサービスの提供と

利用という視点からの実証研究が待たれるが、ほとんど進んでいないのが現状である。 

 

＜図表 3＞ 体験評価に関する実験例：Kahneman(1999)による 

 

痛み 

 

 

 

 

 

                  終了           時間 

痛み 

 

 

 

 

              ここまでは上と同じ    終了  時間 

 

（出所）Kahneman(1999) 

 

 サービス品質評価に関する先行研究全体を通して言えることは、顧客経験のステップご

とに、あるいは時間軸に沿った評価はあまりされていないということである。すなわち、「サ

ービスは経験・体験である」という側面が強いにも関わらず、一括して良し悪しの評価要
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素を抽出する傾向にある。このため、サービス提供企業にとっての操作性は低く、従来の

研究成果が実務にあまり活用されていない。 

 

３．モデルと仮説 

 

3.1 全体のフレームワーク 

 企業の収益力向上を目的とするとき、顧客のロイヤリティーや口コミによる評判の向上

が重要な課題となる(Heskett et.al, 1994, 2003)。このために、サービス利用者の 1 回ごと

の利用経験（顧客経験）を品質の計測単位として、その 1 回ごとの知覚品質を高めようと

いう考え方は自然である。しかし、サービスの知覚品質に関しては、様々な捉え方がある。

捉え方の違いは、主に事前期待を含むか否か、犠牲概念を含むか否か――の 2 点に関して

である（山本, 1995）。 

 本稿では、サービスの最終評価をZeithaml(1988)と同様に知覚価値と考える。また、知

覚便益と知覚コストの双方を別立てで考慮する。そして、最終評価の段階で、コストと比

較して（払った犠牲と比較して）どれだけの便益が得られたかを考えるフレームワークを

採用する。また、事前期待にはコストなど様々な要因がインプリシットに含まれている6と

考えられるため、本稿では期待との差で評価する考え方（期待不一致モデル）は採用しな

い。つまり、犠牲概念を含み、事前期待を除外するフレームワークを採用する。これは、

当フレームワークが企業にとって最も操作性が高い、すなわち結果の解釈が容易であり、

改善のための具体的示唆が得やすいという理由によるものである。 

 そして、知覚便益の箇所に顧客経験の考え方を取り入れる。前述の通り、先行研究では

最も蓄積の薄い部分だが、サービス提供企業にとっては品質向上を考える際に必要欠くべ

からざる情報の源泉となる。 

本稿におけるサービス評価のフレームワークは図表 4 のように表現される。最終評価は

知覚価値であり、これは知覚便益と犠牲概念を示す知覚コストによって影響を受ける。知

覚便益・知覚コスト両者の間に関連性がある可能性もある。知覚便益は、プロセス品質（相

互作用品質）と結果品質（成果品質）に二分されるが、プロセス品質は顧客経験のステッ

プごとに考慮する。時間推移とともに評価要素が変化することを前提とした考え方である。

知覚コストについては、価格コストと非価格コストに分ける。非価格コストの中には時間

コストや疲労感などの心的エネルギー、知覚リスクなどが含まれる。 

図表 4 では、総合評価である知覚価値が再利用意図や知人等への推奨意図に影響すると

いう経路を想定しているが、その他の経路を排除しているわけではない。Mittal et.al(1998)

では、個別属性が総合評価とは独立に、再利用意図などに影響する可能性を指摘している。 

                                                  
6 高い対価を支払ったサービスに関しては、品質の期待値も高くなるなど。 
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＜図表 4＞ サービス評価のフレームワーク：全体モデル 

 

    プロセス品質（相互作用品質） 
    ① 初期コンタクト 

    ② 前半       顧客経験（時点ごとの評価） 
    ③ 中盤       （サービスごとに固有な要因） 

  ④ 後半 
     結果品質（成果品質） 

 

 

                

価格コスト 

非価格コスト  時間コスト 

         心的コスト 

 

 

 

 

知覚価値 

知覚便益 

知覚コスト 

再利用意図 

知人等への推奨意図

（出所）筆者作成 

 

 3.2 仮説と検討項目 

 図表 4 のフレームワークに即して仮説及び検討項目を記す。まず、知覚便益をプロセス

と結果に分けた後、プロセスを初期、前半、中盤など顧客経験のステージに分けているこ

とに関連するものである。こうした顧客経験のステージごとに、利用者がサービス品質を

評価する際の評価要素が異なっているのではないか、というのが第 1 の仮説である。具体

的なサービスに即して、時点ごとに評価される要因が異なるのは当然である。例えば小売

店でのサービスなら、初期コンタクトは店舗に入ったときの印象が良いか、前半では品揃

えなどが気に入るか、中盤では店員の応対が良いか、後半ではお勘定や配送サービス等に

おいてテキパキとしていて感じが良いか――等々といった要因群を次々と思い浮かべるこ

とができる。 

しかし、もう少し抽象的にサービス横断的に評価できるような内容で表現するケースを

考えてみよう。例えば、SERVQUAL の 5 つの評価要素で評価したとき、初期コンタクト

から前半までは反応性、中盤で確実性、後半は共感性が重要――といった結果が得られた

らどうだろう。もう少し正確に表現すれば、顧客経験の各ステップによって、「評価要素群

の内容やそのウェートが変化する」と言い換えることができる。 

SERVQUAL は飽くまでも、顧客経験全体、あるいは顧客経験が繰り返された結果として

の企業イメージ全体に関わる評価である。これだと、例えば「この企業は反応性の点でや

や弱い」という結果になったとしても、具体的にどこをどうすればサービス品質が向上す
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るのかは、なかなかわからない。これに対して、時点ごとに評価要素が特定できていれば、

企業サイドの対応策も格段に立てやすくなる。 

第 2 の仮説は、上記の顧客経験ごとの評価要素に関して、サービスタイプが異なっても

ある程度の共通性が見られるのではないか、というものである。特に、近年急速に生活に

浸透しつつある IT インターフェース・サービスも、従来のフェース･ツー・フェースサー

ビスとの共通性があるのではないだろうか。IT インターフェース・サービスもフェース･

ツー・フェースサービスも体験するのは同じ人間であり、そうである以上は基本的な感情

の働きは類似している可能性がある。例えば、銀行の窓口でぞんざいに扱われれば腹立た

しく思うのと同じように、ATM の音声が冷たい命令口調だったりすれば、当然いやな気持

ちになる。この意味で、サービスタイプによらず、評価要素の推移にはある程度の共通性

が見られるのではないだろうか。少なくとも、IT インターフェース・サービスは、従来の

フェース･ツー・フェースサービスと同様、プロセス品質の重要性は変わらないのではない

だろうか――というのが第 2 の仮説の内容である。 

これ以降の論点は仮説ではなく、検討事項である。第 3 の論点は、「顧客経験の各ステッ

プが知覚便益、あるいは知覚価値に及ぼす影響は概ね Peak-End Rule に従う可能性がある」

というものである。しかし、Kahneman(1999)による認知心理学上の感覚実験が、サービ

ス体験にそのまま適用できるか否かは実証を待たなくてはならないし、サービスタイプ・

利用者タイプによる差が大きい可能性もある。 

第 4 の論点は、全体評価（知覚価値）における便益のウェートとコストのウェートに関

するものである。主に生産者視点に立つ価値工学などでは両者を同等に扱う傾向にある7が、

利用者の知覚という視点からは両者のウェートは必ずしも等しくないのではないだろうか。

ここでも、サービスタイプ・利用者タイプによるウェートの違いが浮上しそうである。こ

のほか、コストの内訳を価格コスト、非価格コストに分けた場合のウェートの検討も必要

になってくる。いずれも、結果によっては、重点投資項目に関する意思決定やマーケット・

セグメンテーションにおいて、サービス提供企業に有用な知見を提供する可能性を持って

いる。 

 

４．仮説検証の方法 

 

 4.1 評価グリッド法 

本稿の分析は、上記の論点のうち、第 1、第 2 の仮説を検証し、第 3、第 4 の論点に関し

ては、今後の研究のための仮説導出を行うことを目的としている。評価要素を抽出するた

めに、SERVQUALのParasuraman et.al(1988)やコールセンターの分析を行ったFroehle 

et.al(2004)は、アンケート調査に基づく計量分析を行って、構成概念の合成とその妥当性の

                                                  
7 「価値＝機能（便益）／コスト」と考えることが多い。これは、便益が 2 倍になることとコストが半分

になることは同等であると考えていることに等しい。 
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検証を行った。一方、SST（Self-Service Technology）を分析したMeuter et.al (2000)は、

被験者の記憶に残る体験をなるべく詳しく自由記入で表現してもらう手法である

CIT(Critical Incident Technique)を使い、結果をInductive Categorization Method8によっ

て、評価要素となるカテゴリーを推定した。Brady and Cronin(2001)はCITを使っていな

いが、第一段階でアンケート調査に基づくInductive Categorization Methodによって、カ

テゴリー化を行い、その後、構成概念を検証していくという両者の中間的な方法を採用し

ている。 

本稿の分析は、評価グリッド法に拠った。CIT は定性調査として確立した手法ではある

が、カテゴリーの作成が恣意的にならざるを得ない。設定された各カテゴリーへの事例分

類作業は、複数の調査員が独立して行うことによってある程度の客観性を保つことが可能

になるが、カテゴリー設定が主観的になるのは不可避である。また、CIT には比較的大き

なサンプルが必要になるという欠点もある。インタビューでなく、1 回限りのアンケート調

査なので、カテゴリー分類をある程度正当化する上でも、Incident のサンプル数が多くな

いと検証に役立たない。これに対して、ラダーダウン・ラダーアップを繰り返す「評価グ

リッド法」であれば、やり取りの反復を通じて、少数のサンプルを最大限に利用すること

が可能になる。また、半構造化面接法であるが故に、Inductive Categorization Method な

どと比べて分析者によるぶれが小さいといった利点もある。 

元来、評価グリッド法は、マーケティングや心理学分野で多用されていたレパートリー

グリッド法を応用し、評価構造を明らかにするために発展してきた手法である。レパート

リーグリッド法は、3 個比較法（Triadic Sorting Method）などを通じて、対象物・対象分

野の認知構造を明らかにしようとした面接調査法であり、人間の認知構造を情報処理シス

テムとして捉える Personal Construct Theory をベースとして発展してきた。 

しかし、マーケティング・リサーチ、消費者調査の場面で認知構造全体を理解すること

は必ずしも必要でない場合が多い。この点で評価グリッド法は、評価構造の特定に目的を

限定する一方で、実物が目の前にないサービスを調査対象としたり、メール調査を可能と

したりするなど、手法としての柔軟性を向上させた。朝野（2001）ではメール調査による

評価グリッド法を使った分析を実施し、結果を整理している。讃井（2003）はこの朝野（2001）

を参照して、評価グリッド法がメール調査によっても有効に実施できることを追認してい

る。 

 

 4.2 調査設計と分析手順 

 本稿の分析は、サービスの顧客経験に即して評価要素を特定すること、及び IT インター

フェース・サービスの特徴を明らかにすることに主眼を置いている。このため、評価グリ

                                                  
8 予めカテゴリーを設定してそのカテゴリーにしたがって事例を分類するのではなく、個票の回答を精査

しながらカテゴリー設定を行なう方法。Meuter et.al (2000)ではカテゴリー設定後、理論的背景を知らさ

れていない（したがって先入観を持たない）複数の調査員が、事例のカテゴリー分けを行い、意見の一致

した事例を分析対象として採用する方法を採っている。 
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ッド法の適用対象として、①コールセンターのパソコンに関する問い合わせ（以下、単に

コールセンターとする）、②価格比較サイト（価格.com、コネコネット、EC ナビ）、③金融

機関の ATM（コンビニエンスストア設置分を含む、以下単に ATM とする）、④家電量販店

におけるパソコン購入（来店ベースに限定、以下単に家電量販店とする）――の 4 つのサ

ービスを選定した。 

上記の①～③はいわゆる IT インターフェース・サービスであり、④は比較対照のために

選定した従来型のフェース･ツー･フェースサービスである。IT インターフェース・サービ

スのうち、Froehle et.al(2004)の分類基準によると、①は Technology-Mediated Customer 

Contact、②、③は Technology-Generated Customer Contact に相当する（図表 1）。Meuter 

et.al (2000)の分類では、①はTelephone/Interactive Voice Response、②はOnline/Internet、

③は Interactive Kiosks に相当する（図表 2）。Meuter et.al (2000)で 14 種類のサービスに

ついて CIT による調査を実施したところ、最も回答数の多かったのが ATM、次いでネット

ショッピング、各種テレフォンサービスの順になったとしている。回答のばらつきを防ぐ

ため、用途などを限定的にしているにせよ、本稿の調査対象①～③は代表的な IT インター

フェース・サービスと見なしてよいであろう。 

まず、予備調査において、各サービスを一定以上利用している人で利用状況と知覚品質

評価をある程度詳しく記入してもらっているサンプルを 1 サービス当たり 20 人程度抽出す

る9。このサンプルを対象として、本調査を実施し、特定のサービス体験についての総合評

価（知覚価値）、コスト感（知覚コスト）、コスト感を除いたメリット感（知覚便益）を尋

ねる。その上で、顧客経験に即して、ステップごとに満足感とその理由（評価要素）を自

由記入で尋ねていく。顧客経験の各ステップは、図表 5 のように設定した10。 

 総合評価と顧客経験の各ステップにおける評価・評価理由が得られた後、追加メールに

よる、ラダーリングを実施した。すなわち、各ステップにおける理由について、もう少し

具体的に答えられそうな回答に関しては、「～というご回答をいただきましたが、もう少し

具体的に言うとどんなことですか」とラダーダウンのための質問をする。十分に具体的な

回答に関しては、「そうだとなぜ良いのですか」とラダーアップのための質問を行う。ただ、

ラダーアップは、サービス間比較を意識したものであり、SERVQUALの 5 要素のいずれに

相当するかという視点から選択肢を設けている11。この追加メール調査は、最大 3 回まで行

って、ラダーアップ・ラダーダウンを繰り返した。 

                                                  
9 芳賀・讃井（2004）は、評価グリッド法のサンプル数について、15 サンプル以上が望ましく、理想的に

は 20 サンプルとしている。 
10 利用者が辿る典型的な顧客経験を追うという趣旨で設定しているが、勿論異論もあり得る。このため、

追加調査では、顧客が辿るプロセスがこれで合っているかを尋ね、欠落していると感じられるステップが

あれば記入を依頼している。この結果、概ねこのステップで顧客経験を表現してよいとする結果が得られ

た。 
11 信頼性、反応性、確実性、共感性、物的要素のいずれに相当するかを選択してもらっている。すべての

ステップについてこれを尋ねることによって、顧客経験の推移に即して評価要素がどのように推移するか、

見極めやすくなるとともに、サービス間の比較も可能になる。なお、予備調査、本調査、追加調査の質問

文は補論に抜粋の上、掲載している。 
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 分析結果は、まず同じ意味の回答をまとめつつ、図表 6 のような概念対応図に整理する。

概念対応図の中で、回答数の多い分岐だけを残して12、階層図とする。階層図の右端は個別

属性レベルの評価要素で重要なものが並ぶことになる。ただ、これをSERVQUALの 5 要因

レベルまで抽象化した図を作成して、顧客経験の進行に即した評価要素の推移を特定し、

サービス間の比較を行う。この結果により、仮説 1、仮説 2 の検証を行う。 

 

＜図表 5＞ 顧客経験のステップ 

コールセンター 価格比較サイト ATM 家電量販店

初期
 １．番号探し
 ２．メニュー、ID入力、IVR等

 １．トップページを見る  １．場所に着く・順番待ち
 １．入店前（到着まで）
 ２．売り場に行き着くまで

前半  ３．オペレーターが話を聞く  ２．検索を始める
 ２．操作開始（メニュー選択・
 　　音声案内・認証等）

 ３．売り場の回遊時

中盤  ４．始めの回答提示
 ３．商品を絞り込みつつある
 ４．商品を絞り込む

 ３．操作中
 　　（タッチパネル）

 ４．店員の説明・やり取り

後半
 ５．やりとり・試行錯誤・提案
 ６．切るときの感じ

 ５．店舗検索・価格比較
 ６．サイトを離れる段階

 ４．操作終了・機械を離れる
 ５．お勘定・配送サービス
 ６．店を離れる

 ７．切った後・問題解決  ７．離れた後・目的達成  ５．用は足りたか  ７．離れた後・目的達成結果

プ
ロ
セ
ス

 
（出所）筆者による消費者調査（2008 年 7 月実施）に基づいて整理 

（注）番号の振ってある段階を顧客経験における各ステップと考えている。プロセスの初期～後半の段階 

は、調査票には示されておらず、整理の都合上、事後的に設定した分類である 

 

＜図表 6＞ 概念対応図 

 
         便益・コスト  便益内容・コスト内容  個別属性 

レベル     レベル       レベル 

 

総合評価      便益(xx)       初期(xx)     番号がすぐわかった

 

 

 (xx) 

）        ↑                電話はすぐつながった(xx) 

        言及数       前半(xx) 

          ↓ 

コスト(xx)      中盤(xx) 

 

           後半(xx) 

 

           結果(xx) 

 

 （高評価

    

    

 

総合評価

（低評価

 

 

 

 

 

 

 

 ） 

(例：コールセンター)

（出所）筆者作成 

                                                  
12 本稿の分析では、回答総数の 10％以上を占める回答を残した。 
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５．分析結果 

 

 5.1 各サービスの評価要素 

 評価グリッド法では、概念対応図から階層図に整理する段階で、例外的な意見がそぎ落

とされ、大勢を反映した対応関係に集約されることになる。顧客経験の各ステップでの評

価要素として集約された結果を、各サービスについて記したのが図表 7 である。ただし、

顧客経験は例えば、コールセンターでは 7 ステップとしているが、サービス間の比較を可

能とするために、すべてのサービスを、初期、前半、中盤、後半の 4 つのプロセスと最終

的な結果、すなわち計 5 段階に統一している。各ステップの内容は前掲の図表 5 のとおり

である。 

 

＜図表 7＞ 顧客経験の各ステップにおける評価要素：各サービスに固有の要因 

＜コールセンター＞ ＜価格比較サイト＞

初期
・電話番号がすぐに見つかったか
・電話がかかったか
・メニュー選択やＩＤ入力は煩瑣でなかったか

・サイトがすぐに見つかったか
・トップメニューがすっきりしていて
 見やすいか

前半
･オペレーターがこちらの問題を
 すぐに理解してくれたか

・ターゲットの商品・サービスの検索
 が簡単に始められるか

中盤
・オペレーターの知識が十分であり、
 的確な回答をくれたか

・検索機能が充実しているか
・サイトの検索能力が優れているか

後半
・オペレーターの応対が親切だったか
・切るときに丁重な挨拶があったか

・豊富な情報が得られるか
 （店舗情報、配送料も含めて）

・こちらの問題が解決したか
・解決に近づいたと感じられたか

・結果として良い情報が得られたと
 感じられるか

＜ＡＴＭ＞ ＜家電量販店＞

初期
・利用しやすい便利な場所にあるか
・並んで待たされないか

・利用しやすい便利な場所にあるか
・目的の売り場の場所がわかりやすいか

前半
・スムーズに操作できるか
・安心感を持って操作できるか

･目的の商品候補がすぐに出てくるか

中盤 ・処理が安全・確実に進むか
・店員の知識が十分か
・表示などの説明が明確か

後半
・サービス環境が良いか
 （通路や場所の広さなど）

・お勘定や配送サービスの対応が丁寧か
・丁重な挨拶があるか

・用が足りたか ・目的の商品を手に入れられたか

プロセス

結 果

プロセス

結 果

 
（出所）筆者による消費者調査（2008 年 7 月実施）に基づき、分析・整理（図表 8～図表 12 も同様） 
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 図表 7 のそれぞれのサービスに固有の評価要素を、SERVQUAL の 5 要因に抽象化して

表示したものが図表 8 になる。これらの対応関係は、ラダーアップの結果として利用者が

選択した内容（抽象概念）を反映している。 

 ここまで抽象化して表現すると、サービス間に大きな共通点が見られることがわかる。

ここに挙げた 4 種類のサービスはいずれも、最初は反応性（迅速性）が選択され、スピー

ド重視、中盤は知識や能力などに象徴される確実性、サービスの後半に至ると親切・丁寧

な対応や心地よさを表現する共感性が重要になってくるということである。そしてサービ

スによっては前半から中盤にかけて信頼性（安全性）が加わる。 

 これによって、顧客経験の各ステップで評価要素の性格が変化するという仮説 1、及びサ

ービス間にある程度の共通性が見られるという仮説 2 は概ね正しいということができるで

あろう。勿論、ここに挙げた 4 種類のサービスに関する分析結果をすべてのサービスに拡

張することはできない。ただ、この結果に妥当するサービスも数多くあることは想像に難

くない。IT インターフェース・サービスとフェース・ツー・フェースサービスを比較して

も、IT インターフェース・サービス内でも似通った評価要素の推移が観察されたことは、

注目すべき結果ではないだろうか。 

 

＜図表 8＞ 顧客経験の各ステップにおける評価要素：5 要因に抽象化 

＜コールセンター＞ ＜価格比較サイト＞

初期 ・反応性（迅速性） ・反応性（迅速性）

前半 ・反応性（迅速性） ・反応性（迅速性）

中盤 ・確実性 ・確実性

後半 ・共感性 ・共感性

・初期目的の達成 ・初期目的の達成

＜ＡＴＭ＞ ＜家電量販店＞

初期 ・反応性（迅速性） ・反応性（迅速性）

前半
・反応性（迅速性）
・信頼性（安全性）

・反応性（迅速性）

中盤
・確実性
・信頼性（安全性）

・確実性

後半 ・共感性 ・共感性

・初期目的の達成 ・初期目的の達成

プロセス

結 果

プロセス

結 果
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 5.2 定量調査に向けた仮説 

 前節では仮説 1、仮説 2 に対する分析結果の提示と考察を行った。本節は、仮説に続く 2

つの論点（論点 3、論点 4）について検討する。まず、論点 3 の「顧客経験上の各ステップ

における満足評価と知覚便益がどの程度関連しているか」、「Peak-End Rule は本当に成り

立っているのか」という論点である。図表 9 は各ステップの満足感と知覚便益全体の相関

を示している。知覚便益評価はすべて 4 段階のリッカートスケール（評定尺度）、すなわち

カテゴリー変数であるため、連続変数間の相関を示すために通常使用する Pearson の相関

係数ではなく、Spearman の順位相関を用いている。 

 これだけではわかりにくいので、初期～中盤、後半をそれぞれ 1 本に集約し13、さらに各

ステップ中の最高評価値と最低評価値の知覚便益との相関を示したのが、図表 10 である。

ATMを除き、後半の影響が初期～中盤を上回っていることがわかる。また、最大値か最小

値のいずれかは知覚便益に対して無視できない影響を及ぼしていることがわかる。さらに、

結果・効果は知覚便益に対して大きな影響を及ぼす一方、プロセスも結果・効果と同等ぐ

らいに影響力を持っていることが推測できる。 

 

＜図表 9＞ 顧客経験の各ステップの満足感が知覚便益全体に及ぼす影響 

初期① 初期② 前半 中盤① 中盤② 後半① 後半② 結果・効果

 コールセンター 0.27 0.49 0.69 0.70 . 0.73 0.65 0.79

 価格比較サイト 0.57 . 0.61 0.46 0.41 0.52 0.68 0.61

 ＡＴＭ 0.65 . 0.34 0.77 . 0.40 . 0.60

 家電量販店 -0.27 -0.61 0.17 0.44 . 0.11 0.30 0.58
 

（注）空欄は該当するステップが存在しないことを示す（図表 5 参照）。 

 

＜図表 10＞ Peak-End Rule の評価 

初期～中盤 後半 最大値 最小値 結果・効果

コールセンター 0.54 0.69 0.43 0.71 0.

価格比較サイト 0.51 0.60 0.65 0.46 0.61

ＡＴＭ 0.58 0.40 0.45 0.40 0.

家電量販店 -0.07 0.21 -0.10 0.33 0.58

79

60

 
 

                                                  
13 相関係数の平均値とする。 
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Brady and Cronin(2001)によると、ITインターフェース・サービスでは顧客接点におい

て、フェース･ツーフェースのインタラクションがないため、プロセス品質（相互作用品質）

は大きな影響を持たないという可能性を指摘したが、この分析結果によれば、プロセス品

質は結果品質とほぼ同等の影響力を全体の便益評価に対して持っていることがわかる。む

しろ、フェース･ツー･フェースサービスの家電量販店以上に、プロセス品質の全体への影

響力は大きい（図表 10）。ただ、サンプル数が少ないため、この調査からは仮説導出にとど

めざるを得ない14。第 3 の論点に関して、「サービス経験においても、Peak-End Ruleは概

ね成り立つ」、「ITインターフェース・サービスにおいてもプロセス品質は重要である」と

いう仮説を設定することができる。 

次に、第 4 の論点について考察する。図表 4 のモデルは、知覚便益と知覚コストによっ

て知覚価値が決まることを示す。そして、知覚便益と知覚コストで知覚価値への影響力が

異なるのではないか、というのが第 4 の論点であった。 

図表 11 は知覚価値に対する知覚便益、知覚コストの影響を表している。正確には、各サ

ービスについて知覚価値と知覚便益の相関、知覚価値と知覚コストの相関を併置したもの

である。知覚価値は 5 段階、知覚便益と知覚コストは 4 段階のリッカートスケール、すな

わちカテゴリー変数であるため、Spearman の順位相関を用いている。 

 

＜図表 11＞ 知覚便益・知覚コストの知覚価値への影響 

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

コールセンター 価格比較サイト ＡＴＭ 家電量販店

（相関係数：Spearmanのρ）

価値と便益の相関
（便益の価値への影響）

価値とコストの相関
（コストの価値への影響）

 
（注）ATM の知覚価値と知覚コストがプラスの相関になっているが、統計的に有意ではない。 

                                                  
14 家電量販店で、影響力がマイナス符号になっているのは、知覚便益を低く評価したサンプルは、概ね売

り場に行き着くまでの経験は高評価であったという事情による。サンプル数を大きくすることによって、

このような偶発的な観測値の影響は軽減することができる。 
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サービスによって多少の差異が認められるものの、知覚便益の影響が知覚コストの影響

を上回る傾向にあることがわかる。サンプル数が少ない上、統計的に有意でない相関もあ

るため15、この調査からは仮説導出にとどめざるを得ない。第 4 の論点に関して、「知覚価

値、すなわち総合評価に対する影響力は、多くのサービスで知覚便益が知覚コストを上回

る」という仮説設定を行う。 

 

６．結び 

 

 本稿の分析結果、及びインプリケーションは以下のようにまとめることができる。 

① 顧客経験のステップごとに利用者が評価する要因（評価要素）は変化する。SERVQUAL

のように、全体をまとめて要因で括るよりも、プロセスごとに評価要素を把握すること

は、企業に対してより有用な情報を提供することになる。このことによってサービス提

供企業のサービス設計・品質管理における操作性は格段に高まると期待できる。 

② いくつかのサービス間において評価要素の推移パターンには共通性が見られる。分析対

象とした 4 サービスに関しては、IT インターフェース・サービスでもフェース･ツー･

フェースサービスでも同様のパターンが観察された。つまり、前半まではスピード重視、

中盤では知識や能力に裏打ちされた確実性、そしてサービスの終わりにかけて親切・丁

重に扱われる共感性を重視するというパターンが最大公約数である。サービス間の共通

性を示す分析結果は、サービス提供企業にとって「異業種でも参考になる事例を見つけ

ていくこと」が有効な戦略となることを示している。サービスにおいて成功するために

は、常にアンテナを高く張っているという姿勢が必要になる。 

③ 顧客経験の中で Peak-End Rule が成立するか否かについては、概ね成立している可能

性はあるものの、さらに厳密な検証が必要である。ただ、サービス企業にとっては、法

則性の有無以上に、各ステップにおける全体評価へのウェートがわかれば、どこに重点

的に投資すべきかについて知ることができるであろう。例えば、サービス・ブループリ

ントの手法によって顧客経験とサービス・オペレーションの全貌を表現した後、各ステ

ップの評価要素とウェートが表示されることによって、サービスの可視性が高まると考

えられる。図表 12 はサービス・ブループリントの雛形と、評価要素・評価ウェートを

併置したコールセンターの例である。日本のサービスは勘と経験に依存してきた部分が

大きく、こうした試みはあまり行われてこなかった。特にウェートづけに関してはさら

に厳密な検証を必要とするが、各種サービスに関して品質管理などに有効性を期待でき

る研究分野と言うことができる。 

 

                                                  
15 価格比較サイトの「知覚価値と知覚便益の相関」、及び「知覚価値と知覚コストの相関」、また、ATM の

「知覚価値と知覚コストの相関」は有意水準 5％で統計的に有意でない。 
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④ サービスに対する包括的な評価（知覚価値）に対して、知覚便益、知覚コストがどの程

度の影響力を持っているか、あるいは知覚コストの内訳（経済コスト、時間コストなど）

がわかれば、提供サービスに関する顧客心理の理解はいっそう進むものと思われる。 

 

 

＜図表 12＞ サービス・ブループリントの雛形 

 

          ステップ 1    ステップ 2    ステップ 3 

＜顧客経験の流れ＞ 

 
やり取り やり取り やり取り 

 

＜サービス提供者＞  行動  行動   行動  行動   行動  行動 

 

------（以下は顧客からは見えない）--------------------------------------------------------------------- 

 

＜内部オペレーション＞ 

（サポート・システム）           監督者 

やり取り 

 

＜データベース＞ 

 

           顧客データベース      管理データベース 

 

初期 前半 中盤 後半 結果

顧
客
経
験

オペレーター
に電話がつな
がるまで

オペレーター
が問題を理解
するまで

オペレーター
から最初の
回答を聞くまで

その後の
やり取り

最終的な
成果・効果

＜ウェート＞ ＜12%＞ ＜21%＞ ＜22%＞ ＜21%＞ ＜24%＞

評
価
要
素

・電話がかかる
　か
・ID入力や
　メニュー選択
　が煩瑣で
　ないか

・オペレーター
　の理解力・
　はあるか
　（すぐに理解
　してくれるか）

・オペレーター
　の知識レベル
　や会話スキル
　は十分か

・オペレーター
　は丁寧か
　（挨拶などが
　あるか）

・問題は解決
　したか
　（解決に近づ
　いたか）

 

（注）ウェートは、知覚便益と各ステップの満足度との相関を用いて計算した 
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以上のような分析結果と考察は、現在、経済産業省主導のサービス生産性協議会におい

て行われている日本版 CSI 開発に関しても重要な示唆を与え得るものである。指標開発に

おいては、SERVQUAL や ACSI の考え方を出発点として検討を重ねている。しかし、要素

抽出による多次元評価や期待不一致モデルの延長線上にある評価法は、企業に対して十分

な行動的示唆を与えることはできない。本稿での分析結果によれば、顧客経験プロセスに

沿った評価手法が有効であることがわかる。企業サイドから見た操作性も高く、新指標の

開発においても一考に値するフレームワークであると考えられる。 

 

 

＜参考文献＞ 

 

朝野熙彦編 2001『魅力工学の実践』海文堂 

朝野熙彦 2008「CS は管理可能なマーケティング目標になるか」日本行動計量学会 

第 36 回大会 発表抄録集 pp49-50 

Brady, M and Cronin J., 2001. “Some New Thoughts on Conceptualizalizing Perceived 

Service Quality: A Hierarchical Approach” Journal of Marketing, No.65 pp34-49 

Cronin, J. and Taylor, S. 1992. “Measuring Services Quality: A Reexamination and 

Extension” Journal of Marketing No.56 July pp55-68 

Davis, F.D., 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of 

Information Technology" MIS Quarterly Vol13. No.3 pp319-339 

Froehle, C. and Roth, A., 2004. “New measurement scales for evaluating perceptions of 

the technology-mediated customer service experience” Journal of Operations 

Management, 22 pp1-21 

Gronroos, C., 1984. “A Service Quality Model and its Marketing Implications” European 

Journal of Marketing Vol.18 No.4 pp36-44 

芳賀麻誉美・讃井純一郎他 2004『評価グリッド法：その理論と測定・分析法の現状と進化』

日本行動計量学会 第 81 回行動計量シンポジウム「好みの計量研究会」 資料集 2004 年

8 月 21 日 

Heskett, J.L., Jones, T.O., Loveman, G.W., Sasser, W.E., and Schlesinger, L.A., 1994. 

“Putting the Service-Profit Chain to Work” Harvard Business Review Vol.72 No.2 

pp164-174 

Heskett, J.L., Sasser, W.E., and Schlesinger, L.A., 2003. The Value Profit Chain, The 

Free Press  

 

 

19  
 



 

Kahneman, D., 1999. “Objective Happiness” in Well-Being, Russell Sage Foundation, 

pp3-25 

Kahneman, D. and Tversky, A., 1979. “Prospect Theory: An Analysis of Decision under 

Risk” Econometrica, 47 Vol.2, pp263-291 

Lovelock, C.H., 1983. “Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights” 

Journal of Marketing, Vol. 47, pp9-20 

Meuter, M., Ostrom, A., Roundtree, R., and Bitner, M., 2000. “Self-Service Technologies: 

Understanding Customer Satisfaction with Technology-Based Service Encounters” 

Journal of Marketing, No.64 pp50-64 

Mittal, V., Ross, W. and Baldasare, P., 1998. “The Asymmetric Impact of Negative and 

Positive Attribute-Level Performance on Overall Satisfaction and Repurchase 

Intentions” Journal of Marketing, Vol.62, pp33-47 

Oliva, T., Oliver, R. and MacMillan, I., 1992. “A Catastrophe Model for Developing 

Service Satisfaction Strategies” Journal of Marketing, Vol.56, pp83-95 

Parasuraman, A. Zeithaml, A., and Berry L., 1988. “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale 

for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality” Journal of Retailing, Vol.64 

No.1, pp12-40 

讃井純一郎 2003「従来型インタビュー調査と評価グリッド法の現状と課題」『品質』 Vol.33 

No.3, pp13-20 

山本昭二 1995「サービス品質概念と品質評価尺度の開発――SERVQUAL 開発とその後」

『消費者行動研究』Vol.3 No.1, pp41-57 

Zeithaml, V.A., 1988. “Consumer Perception of Price, Quality, and Value: A Means-End 

Model and Synthesis of Evidence” Journal of Marketing Vol.52 pp2-22 

 

20  
 



＜補論＞ 評価グリッド法による利用者調査に関して 

 

１．調査の概要 

 

(1) 母集団：株式会社バルクの消費者パネルを使用 

・ モニター人数： 530,666名（2008年6月現在） 

・ 調査法：eメールによる評価グリッド法（ラダーリングを伴う半構造化聞き取り調査） 

 

(2)予備調査について 

実施期間：2008年7月2日～11日 

消費者モニターからランダム抽出した20歳以上の男女 1万人へ配信 

回収数：5,724サンプル 

 

(3) 本調査について 

・ 実施期間：2008年7月14日～17日 

・ 予備調査において下記の選択基準を満たし、かつ本調査への協力意思を示したサンプ

ルを対象に実施 

・ 配信数および回収数 

配信数 回収数 回収率 採用数 

コールセンター 33  30 91% 27 

ＡＴＭ 40  32 80% 29 

比較サイト 40  33 83% 22 

家電量販店 34  30 88% 28 

179  149 83% 128 

 

・本調査対象サンプルの選定基準 

コールセンター 

①パソコンメーカーのコールセンターを、１年に１回以上利用している。 

②利用満足度についてのコメント記述量が25文字以上で、内容が具体的なもの。 

③コールセンターへの連絡内容が具体的なもの。 

 

価格比較サイト 

①1ヶ月2回以上、3つ以上の価格比較サイトを閲覧している。 

②利用満足度についてのコメント記述量が25文字以上で、内容が具体的なもの。 

 

ＡＴＭ 
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①銀行／郵便局／コンビニのATMを2～3ヶ月以内に利用している。 

②利用満足度についてのコメント記述量が25文字以上で、内容が具体的なもの。 

 

家電量販店 

①１年以内に家電量販店でパソコンを購入した。 

②利用満足度についてのコメント記述量が25文字以上で、内容が具体的なもの。 

③2店舗以上の家電量販店を比較している。 

 

(4) フォローアップ調査について 

・ 実施日 2008 年 7 月 23 日～28 日 

・ 依頼数および回収数 

 フォローメール

発信数 

フォーローメール 

回収数 

追加アンケート 

回収数 

最終採用 

データ数 

コールセンター 27  26 22 24  

比較サイト 22  19 21 19  

ＡＴＭ 29  19 27 19  

家電量販店 28  20 24 19  

計 128  105 115 102  

 

・ 本調査の満足理由について具体性に欠ける回答についてはラダーダウンする。 

・ その上で、サービス共通の評価要素との関連付け（＝ラダーアップ）を行う。 

・ すでに具体的な回答に関しては、ラダーアップのみを行う。 

・ ラダーダウンとラダーアップは、総合評価の理由（自由記入）と、ステップに分けた

ときの評価に対する理由（自由記入）について行う。 

・ ラダーダウンの際は、本調査の回答内容を個別に表示し、回答者に自身の回答を想起

してもらった上で、質問文を表示する。 

・ ラダーアップは選択式とする。 

・ 各サービス共通の質問は別途追加アンケート画面によって実施する。 

・ 必要に応じて 3 回まで繰り返す。 
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２．予備調査質の問票（抜粋）：コールセンター、価格比較サイトから 

 

Q1 以下の中に、あなたがご利用になったコールセンターはありますか。
ご利用頻度と合わせてお選びください。

1ヶ月に1回
以上

2～3ヶ月に1
回程度

半年に1回
程度

1年に1回程
度

それ以下の
頻度

このコール
センターは
利用したこと
がない

1 パソコンのコールセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ →Q2へ
2 通信販売のコールセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 クレジットカード会社のコールセ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 家電メーカーのコールセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 保険会社のコールセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○

→それ以外は、Q5へ

Q2 あなたは、パソコンのコールセンターへは、どのような内容で連絡をしましたか。
連絡先（パソコン会社）と連絡した内容を具体的にご記入ください。

連絡先（パソコン会社）：[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
連絡した内容：[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

Q3 あなたが一番直近でご利用になったパソコンのコールセンターについて、総合的なあなたの満足度をお知らせください。

1 大変満足
2 まあ満足
3 どちらともいえない
4 やや不満
5 大変不満

Q4 あなたがQ3でお答えになった回答について、その理由をお答えください。

Q3の回答の理由：[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

Q5 ＜Q1で「価格比較サイト」をお選びの方にお聞きします＞
以下の中に、あなたがご利用になった価格比較サイトはありますか。
ご利用頻度と合わせてお選びください。

1週間に2回
以上

1週間に1回
程度

2週間に1回
程度

1ヶ月に1回
程度

2～3ヶ月に1
回程度

半年に1回
程度

それ以下 この比較サ
イトは利用し
たことがな

1 価格.com ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 coneco.net ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ECナビ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 比較.com ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 上記以外の価格比較サイト[　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

→それ以外はQ9へ

Q6 あなたは「価格比較サイト」で具体的に何の価格を比較しましたか。
一番直近で利用された価格比較サイトと、その時に比較された商品・サービスをお知らせください。
※複数の価格比較サイトを利用された場合は、一番活用したサイトをご記入ください。

一番直近で利用された価格比較サイト名（1つだけ）：[　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
一番直近で比較した商品・サービス（1つだけ）：[　　　　　　　　　　　　　　　　　]

Q7 あなたが一番直近でご利用になった、「価格比較サイト」について、総合的なあなたの満足度をお知らせください。

1 大変満足
2 まあ満足
3 どちらともいえない
4 やや不満
5 大変不満

Q8 あなたがQ7でお答えになった回答について、その理由をお答えください。

Q7の回答の理由：[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

→Q6へ
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３．本調査の質問（抜粋）：コールセンターから 

 

Q1：■■■ まず、あなたが「パソコンメーカーのコールセンター」へお問合せされた際の状況について 

   お伺いいたします ■■■ 

 

   あなたが利用されたパソコンメーカーのコールセンターはどちらの企業のものでしたか。 

   予備調査でもお答えいただきましたが、お手数ですが念のためもう一度ご回答ください。   

連絡先（会社名）：   （                ）   

  

Q2：パソコンメーカーのコールセンターへの問い合わせは、どのような内容でしたか。 

   予備調査でもお答えいただきましたが、お手数ですが念のためもう一度ご回答ください。   

問い合わせの内容：   （                ）       

 

Q6：■■■ パソコンメーカーのコールセンターへの問い合わせのご経験についてお伺いいたします ■

■■ 

問い合わせのために使った時間や経済的コストと比べて、得られたメリットをどのように評価されますか。 

○ 非常に価値があった 

○ 価値があった 

○ どちらとも言えない 

○ あまり価値はなかった 

○ 全く価値がなかった 

 

Q7：あなたは、問い合わせのために使ったお金や時間などのコストをどのように評価されますか。 

   以下の１～５のそれぞれについて、対応するものを１つずつお選びください。 

 

大きいと感じた 若干感じた あまり感じなかった 全く感じなかった 

① 金銭的コスト  ○ ○  ○  ○ 

② 時間的コスト  ○ ○  ○  ○ 

③ 不安感・ためらいなど  ○ ○  ○  ○ 

（事前や途中で感じたものも含みます） 

④ 面倒くささ・億劫さなど ○ ○  ○  ○ 

   ⑤ コスト全体として  ○ ○  ○  ○ 
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Q8：上記のコストを度外視すると、受けられたサービスを全体としてどのように評価されますか。 

○ 非常に価値があった 

○ 価値があった 

○ あまり価値はなかった 

○ 全く価値がなかった 

 

上記のお答えの理由は何ですか。なるべく、「いつ」、「何が」、「どうだった」という形で表現してください

（難しい場合は自由な形式で結構です）。2 つ以上ある場合は、 

3 つまで記入してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

Q10：事前の期待と比べると、受けられたサービスはどのように評価できますか。 

○ 期待以上に価値があった 

○ 期待と同程度の価値があった 

○ 期待よりも低い価値しかなかった 

 

Q11：■■■ ここからは、パソコンメーカーへの問い合わせのご経験を、以下のように分けてお伺いい

たします ■■■ 

 

(１）電話をかけるまで 

(２）電話をかけてからオペレーターにつながるまで 

(３）オペレーターにつながってから、オペレーターがあなたの問い合わせ内容を理解するまで 

(４）オペレーターがあなたの問い合わせに対して回答している間 

(５）その後のオペレーターとのやり取りや試行段階（機器の操作など） 

(６）電話を切るとき 

(７）電話を切った後（結果） 

 

 

 

 

25  
 



 

「（１）電話をかけるまで」のご経験を評価するとどうなりますか。 

              大変満足 まあ満足 やや不満 大変不満 

電話をかけるまで              ○     ○    ○    ○ 

 

Q12：「（１）電話をかけるまで」のご経験は、あなたの事前の期待と比べて評価するとどうなりますか。 

   優れていた 期待と同程度 劣っていた   わからない 

（事前の期待レベルは 

持っていなかった、等）  

トップページを見た段階階   ○      ○   ○  ○ 

 

Q13：Q11、Q12 でお答えになった評価の理由をお答えください。 

（                                  ） 

 

Q14：「(２）電話をかけてからオペレーターにつながるまで」のご経験を評価するとどうなりますか。 

                大変満足 まあ満足 やや不満 大変不満 

電話をかけてからオペレーターにつながるまで ○  ○   ○   ○ 

 

Q15：「(２）電話をかけてからオペレーターにつながるまで」のご経験は、あなたの事前の期待と比べて

評価するとどうなりますか。 

     優れていた 期待と同程度 劣っていた   わからない 

（事前の期待レベルは 

持っていなかった、等） 

電話をかけてからオペレーターにつながるまで ○ ○ ○   ○ 

 

Q16：Q14、Q15 でお答えになった評価の理由をお答えください。 

（                                  ） 

 

Q17：「(３)オペレーターにつながってから、オペレーターがあなたの問い合わせ内容を理解するまで」の

ご経験を評価するとどうなりますか。 

               大変満足 まあ満足 やや不満 大変不満 

オペレーターにつながってから、  ○ ○ ○ ○ 

オペレーターがあなたの問い合わせ内容を理解するまで 

 

（以下同様） 
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４．フォローアップの質問（抜粋）：コールセンターから 

 
■Ｑ１：あなたは先日のアンケートで 

 [  ]に[  ]の件でお問い合わせされたとお答えになりました。 

また、そのときのコールセンターのサービスは、コストを度外視した場合 

 [  ] と評価され 

その理由は   

[                     ]  

とお答えになりました。 

 

※この部分に必要に応じてラダーダウン質問を入れる 

(例) 

＊＊＊＊＊とのことですが、具体的にどのような点から、そうお感じになったのですか 

回答⇒ 

 

上記でお答えいただいた具体的な理由を、端的に言い表すとしたら、 

次のどの言葉で言い表されますか。 

当てはまるものの番号をご記入ください。（いくつでも可） 

 

１．信頼できた/信頼できなかった 

２．対応が素早かった/素早くなかった 

３．必要なときにサービスが受けられた/必要なときにサービスが受けられなかった 

４．個別に対応してもらった/マニュアルどおりの画一的な対応だった 

５．誠意を感じた/誠意が感じられなかった 

６．正確・確実だっただった/不正確・不確実だった 

７．環境や使用したモノがよかった/環境や使用したモノが悪かった 

８．あてはまるものはない 

 

⇒回答（いくつでも可） 〔             〕 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■Ｑ２： 

 

先日のアンケートで、パソコンメーカーのコールセンターへの問い合わせ 

のご経験について、電話をかける前から、電話を切った後までいくつかの 

ステップに分けて満足度などお伺いいたしました。 

それぞれのステップについてまたおうかがいします。 
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「電話をかけるまで」について、[  ] とお答えいただき、その理由は 

[                     ] 

とお答えになりました。 

 

※この部分に必要に応じてラダーダウン質問を入れる 

＊＊＊＊＊とのことですが、具体的にどのような点から、そうお感じになったので 

すか 

回答⇒ 

 

 

上記でお答えいただいた具体的な理由を、端的に言い表すとしたら、 

次のどの言葉で言い表されますか。 

当てはまるものの番号をご記入ください。（1 つだけ） 

 

１．信頼できた/信頼できなかった 

２．対応が素早かった/素早くなかった 

３．必要なときにサービスが受けられた/必要なときにサービスが受けられなかった 

４．個別に対応してもらった/マニュアルどおりの画一的な対応だった 

５．誠意を感じた/誠意が感じられなかった 

６．正確・確実だった/不正確・不確実だった 

７．環境や使用したモノがよかった/環境や使用したモノが悪かった 

８．あてはまるものはない 

 

⇒回答（1 つだけ） 〔   〕 

（以下同様） 
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追加アンケート（フォローアップメールに添付）：4サービスに共通 

 

(1) ～（サービス名）のサービスについて以下のように分けてお尋ねしましたが、このほかに重要と

思われる段階はございますか。もしございましたら、記入してください。なければ、①を選択し

てください。 

（本調査での段階分けを再掲） 

① ほぼすべてを尽くしている 

② 以下の点が抜けている（                      ） 

 

(2) ～（サービス名）を総合的に評価するとき、あなたにとって重要だと思われる段階は以下のどれ

ですか。3 位まで順番をつけてください。 

（本調査での段階分けを再掲） 

 

(3) ～（サービス名）を総合的に評価するとき、あなたにとって重要だと思われる要素は以下のどれ

ですか。3 位まで順番をつけてください。 

① 信頼できると感じられること 

② 素早い対応であること 

③ 私個人に対応していること・提供者の誠意を感じること 

④ 対応が正確で確実であること 

⑤ 環境や使われたモノの品質が良いこと 

⑥ その他：（具体的に                        ） 

1 位（   ） 2 位（   ） 3 位（   ） 
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