
．はじめに

近年の未曾有の不況、新興諸国の台頭による競争の激化、消費者におけるレジャー・余暇

生活の重視に伴い、日本の旅行市場において、 観光産業 ） が注目され始めた。また、限

定された産業しか育たず、自立的な経済の形成に苦慮している隔絶された地域では、他地域

からの訪問客の獲得に力点を置き、雇用の確保、所得向上等を試みている。さらに、航空機

や鉄道、高速道路等交通インフラの発展に伴い、訪問客のデスティネーション（

）へのアクセスが容易になった。そのことにより、訪問客のデスティネーション

への参加率がビギナー客からリピート客にシフトする傾向 ）が現れ、訪問客のニーズが多様

化している。そのため、地域の政策立案者は、訪問客の新規獲得と同時に、顧客の再購買や

ロイヤルティがサービス品質管理や顧客満足に起因しているという理由のため ）、既存の訪

問客との長期的な取引を行うためのデスティネーションの品質管理、評価方法に強い関心を

示している。
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として用いる。この方針は 移動 にフォーカスした 継続して 年

を超えない範囲で、レジャーやビジネス、あるいはその他の目的で、日常の生活圏外に旅行したり、滞在
する人々の活動を指し、訪問地で報酬を得る活動を行うことと関連しない諸活動 （
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このような状況下において、訪問客に魅力的な地域づくりを行うために、観光学において

は主に、ホスト地域の価格競争力や政府・コミュニティを意識したデスティネーション研

究、サービス・マーケティング研究においてはサービス品質の研究が行われている。しか

し、前者においては、地域における経済的影響のみならず、環境保全の見地、地域住民に与

える社会的影響、長期的な持続可能なデスティネーション開発のモデル等といったような包

括的な視点が繰り込まれる傾向が強く、訪問客の過程に焦点を当てた研究が不足している。

一方、後者の研究におけるサービス品質の研究は盛んに行われているものの、サービスの特

性である 無形性 の管理へ偏重しているということ、観光産業やデスティネーションへの

適応可能性を探る場合、その品質次元の統一的な見解が示されていないということ、さらに

特に成熟したデスティネーションやその域内の観光産業における プロセス への力点の欠

如、これらの課題が存在する。

そこで本研究では、品質研究に関してサービス・マーケティングの視点、及びデスティ

ネーション研究についての既存理論の整理を行う。具体的にはサービス品質研究の先駆けで

あり、観光産業やデスティネーションにおける品質研究のバックボーンとして存在している

の モデルに代表される 無形性重視のア

プローチ 、及び の サービス経験 、 の サービス品質モデ

ル に代表されるサービスの プロセス という要素を加味した プロセス重視のアプロー

チ 、これらの整理を行う。そして、これらの既存研究の考察を通じて、サービス品質研

究、及びデスティネーション・マネジメント研究の貢献と課題を述べ、今後の研究における

方向性を示唆することを本研究の目的とする。

．観光学におけるデスティネーション研究と課題 ）

デスティネーション・マネジメントの研究に関しては、地域の競争力の決定要因を探るこ

とが大きな研究課題である。しかし、観光学からデスティネーションを考察すると、地域に

おける経済的影響のみならず、環境保全の見地、地域住民に与える社会的影響等、様々な要

素が存在しているといったような包括的な視点が繰り込まれる傾向が強い。そのため、観光

学における地域研究に関しては、経済的側面のみならず、多様な側面を取り入れて分析され

る傾向があり、当分野における研究を複雑にしている。

観光学において地域を捉える場合、 デスティネーション ） という用語を用いる場合が

多く、デスティネーションとは、 訪問客が旅行を目的として利用する施設、アトラクショ
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）観光学におけるデスティネーション研究の議論に関しては、宮城（ ）で詳細にまとめられている。
）例えば、 はデスティネーションを 休暇で滞在する観光客、もしくは日帰り訪問客を引き付
けるために組み合わされる多くの要因から構成されており、その構成要素とは、主要なアトラクション、
造られた環境、供給サービスの維持、そして雰囲気 と定義し（ ）、

は ．観光を行う場所、例えば観光商品の生産と消費が行われ、観光客が活動する場所、 ．
観光商品、及び資源、アクティビティ、地域住民の複合体として提供される供給資源 とサプライサイド
から 方向の視点を組み合わせてデスティネーションを定義している（

）。
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ン、自然環境等が集合している場所 ） であると言えよう。通常のマーケティングで扱われ

る製品に関しても、欲求やニーズに応えるために市場に提供されるものは何でも製品である

という顧客価値の観点から捉える傾向にあるが、デスティネーションの場合、その場所のア

トラクションだけでなく、その場所へのアクセス方法、地域の文化的背景、環境等、様々な

要因が関わっており、通常の製品と比較して複雑である。

例えば、 はデスティネーションにおける環境への影響やマス・ツーリズム、観光

客、観光サービス提供者、地域住民との関係性といった課題について、限定的なアングルで

は実証できないとし、これらの課題を考察するために、システム・アプローチを用いて、

デスティネーション・システム ） を提案した。デスティネーション・システムは イン

プット 、 主要要素・副次的要素、サブ・システム が包括された デスティネーション・

システム（狭義） 結果（ ） によって構成されており、当システムを通じて、訪

問客満足、デスティネーションで雇用されている従業員の報酬、企業の利益、地域に与える

インパクト等といった結果が形成される。そして、デスティネーション・システムの構成要

素は互いにリンクしており、それを構成している要素が少しでも変更することによって、訪

問客の満足度に影響を及ぼす。このように のモデルは様々な外的影響、観光関連産業

によって生み出されているデスティネーションをシステムとして捉えることにより、限定的

ではなく、包括的な分析の可能性が示されている。

さらに、これまでのデスティネーション研究の中で、 年代前半に

が提案したモデルが、最も包括的だと評価されている ）。 は様々な調

査研究活動とアイディアを融合し、 デスティネーション競争力の概念モデル の構築を

行った ）。 はデスティネーションが競争力を得るために重要な点とし

て、 比較優位 と 競争優位 を挙げている。また、これらを把握しデスティネーション

を管理するための構成要素として、 グローバル（マクロ）環境 競争（ミクロ）環境 中

核資源・誘引 支援要素・資源 デスティネーション政策・計画・開発 デスティネー

ション・マネジメント 条件・拡張要素 が挙げられる ）。そして、

は上述の構成要素を管理することにより、競争力と持続可能性をデスティネーションで達成

できるとしている。

ここまで、包括的に捉えられているデスティネーション研究として、 デスティネーショ

ン・システム デスティネーション競争力の概念モデル を取り上げた。これまで、様々

な観光学者がデスティネーションの競争力を決定付ける要因を説明してきたが、デスティ

ネーションには複雑性・広範囲性という課題が存在していた。前述の両モデルは、ビジネス

のみならず、環境や住民に対する配慮されたモデルを提供し、デスティネーションの複雑

性・広範囲性という課題解決に貢献したモデルであるが、特に、 年近くの研究により開発

された の概念モデルは、デスティネーションの特性が考慮された最も

）宮城（ ）
）
）
）
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広範囲のモデルであり、観光学における地域研究において、大きな貢献であると言える。た

だし、 のツーリズムの定義 ）を考察しても、 訪問客 と 移動 が前提となって

おり、訪問客が地域を訪れる、もしくは訪問客に来てもらいたいという前提がない限り観光

現象が表出しないと考えられる。しかし、前述した観光学に依拠しているデスティネーショ

ン研究においては、環境、及び住民に配慮されたモデルな故に、顧客の視点が不足してい

る。そのため、 デスティネーション・システム デスティネーション競争力の概念モデ

ル に地域の事例を当てはめ考察してみても、他地域との差別化の要因やどの要素が競争力

をもたらすのかという過程を考察することは難しいであろう。

．サービス品質における 無形性重視のアプローチ の特徴とデスティネーション

への応用の課題

前章では、観光学におけるデスティネーションの代表的研究を取り上げた。デスティネー

ションには、様々な要因が関連している 複雑性 、一度破壊したら元に戻すことができな

い 環境配慮 といった特徴を有しているため、観光学から考察しているデスティネーショ

ン研究は包括的にマネジメントするという地域主導型の立場に依拠していることが明らかと

なった。しかし、同時に、当研究手法にはデスティネーションの出発点である 訪問客 の

視点が不足しているという課題も併せて浮き彫りとなった。

一方、顧客の視点から行われているサービス品質研究は、その特性により派生するサービ

ス提供のばらつきという問題を解決するために、サービス提供企業は品質を安定的に供給で

きる何らかの基準の構築に力点を置いている。そして同時に、その基準に対して、実際顧客

がどのようなサービス品質を求めているのかということを理解することが必要である。

そこで本章では、まず始めにサービス自体の特性と課題について述べる。次に、観光産業

やデスティネーションにおける品質研究のバックボーンとして存在している 無形性重視の

アプローチ について考察する。

サービスの特性、及び品質管理の困難性

観光産業やデスティネーションが提供するサービスに関する研究の必然性は、以前にも増

して高まっている。そして近年のマーケティング研究においてもサービス研究が進展してい

るが ）、その理由として、モノ製品とサービスとの相違が挙げられる。例えば、初期のサー

ビス研究に貢献した 、北米のマーケティング研究の権威である

、ヨーロッパのマーケティング、マネジメント分野で中心的研究を行って

いる のサービスの定義 ）を考察すると 無形性 顧客の存在 、これらの特徴が

挙げられる。

まず、 つ目の 無形性 という特徴であるが、 はサービス
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の定義の中で 便益と活動の供給 というような表現を用いて、サービスの無形性の特徴を

説明している。また、この点に関して は 本質的に無形 、 は

無形性という特徴を少なからず備えた活動という一連のプロセス と述べているように、

手にとって触ることができないという特徴を強調している。

もう つの 顧客の存在 という特徴であるが、 は、 消費

者がサービスを受ける際、消費者は企業の従業員・設備・物的環境が提供するサービスに関

わる ） と述べているが、これらの行為は企業・従業員と顧客との相互作用によってはじめ

て提供されるという特徴がある。また、 は 一方が他方に対して提供す

る行為やパフォーマンス 、 は、 顧客とサービス提供者、物的資源や財、及び

サービス提供システムと相互作用によって行われるプロセス と言及しているように、サー

ビス提供の際には顧客の存在が不可欠なのである。

以上のように、各論者のサービスの定義の中から、 無形性 顧客の存在 といった共通

の特徴を抽出した。同様に、 は先行研究レビューを通じ

て、 無形性 不可分性 異質性 消滅性 という有形の製品とは異なる つの特性を抽

出している ）。これらサービスの つの特性の中で、

は、サービスの特性として共通している点は 無形性 であるとし、その理由として、サー

ビスはパフォーマンスであり、サービスは有形の製品と同じように見たり、感じたり、味

わったり、触ったりすることができないからであると述べている ）。このような無形性から

派生したサービスの特性により、サービス提供の際、有形の製品を提供する企業とは異なる

問題が発生する。例えば、顧客とサービス提供者は切り離すことができず、サービスが提供

されると同時に消費されるために品質を一定に保てなくなり、また、サービスが無形である

ために、サービスが消滅し、後に残らないのである。このように、サービス提供企業はサー

ビスを提供する際、無形性から派生したサービスの特性により、サービス品質が安定しない

ばらつき という問題が発生する。仮に、サービスを提供する観光産業やデスティネー

ションが従来のモノ製品に適用されたマーケティングに頼れば、品質をコントロールでき

ず、顧客は否定的なサービス体験を受けるであろう。

無形性重視のアプローチとその後の展開

サービス提供企業は、サービス品質が安定しない ばらつき という課題が発生すると前

述したが、その課題は無形性というサービスの特性から派生している。そのため、無形性と

） はサービスを 一般の人々の求める便益や活動を供給するために、装置、
設備、そして（もしくは）従業員により構成される組織化されたシステム、義務による行為、もしくは他
人のための労働（ ） であると定義している。一方
は 一方が他方に対して提供する行為やパフォーマンスであり、本質的に無形で誰の所有権ももたらさな
いことである。サービスの生産には、有形財にかかわる場合もあれば、かかわらない場合もある（

）、 は 無形性という特徴を少なからず備えた活動という一連のプロセ
スである。そして、それは必ずしもというわけではないが通常は、顧客が抱える問題を解決（ ）
するために、顧客とサービス提供者、物的資源や財、及びサービス提供システムと相互作用によって行わ
れるプロセス（ ） と定義している。
）
）
）



いう課題を解決するために、企業は自社が提供するサービスがどのように顧客に想像・評価

されているかを知る必要があり、これらを計り、次回からのサービス戦略の立案に繋げる必

要がある。これらの課題を解決したアプローチとして 無形性重視のアプローチ が挙げら

れる。無形性重視のアプローチとは、顧客の期待の変化に対応し、顧客に安定的にサービス

を提供するために、サービスの特性の中でも 無形性 にフォーカスしたサービス提供方法

のアプローチである。そして、観光分野における品質提供の無形性重視のアプローチのバッ

クボーンとなっている先行研究として ）が 年に発表

した モデルが挙げられる。

サービスの品質評価は、サービスの特性上難しく、顧客の側面から判断されると言われて

おり、 は、顧客がサービスに対する期待と実際に体験

したサービスの差を計るギャップ・モデルである という測定方法を発表し

た。当モデルのサービス品質の構成要素に関して、まず始めに 物的要素、信頼性、応答

性、コミュニケーション、信用性、安全性、能力、礼儀正しさ、顧客理解、アクセス とい

う 項目の構成要素を抽出した ）。次に、これら 項目に関連する質問を 問作成し、銀

行、クレジットカード会社、機械の修理・保全会社、長距離電話会社に調査を行い、最終的

に 項目から 信頼性 応答性 保証性 共感性 物的要素 の 項目になった（図表

参照）。

モデルは、 年代からのマーケティングにおけるサービス品質研究の発展に

寄与し ）、知覚品質における概念形成、計測のための基準、手法を生み出したという意味

で、その貢献が高い。しかし同時に、 はサービスの差を計るギャップ・モデ

ルの代表的先行事例ゆえに、多くの研究者がこのモデルの批評を行ってきた。

例えば、 モデルでは期待と知覚の差を測り、知覚が大きければ顧客の満足

度は高くなり、期待が大きければ企業が提供したサービスの評価が悪くなるギャップ・モデ

ルを採用している。しかし、 に批判的な研究者は、これまでの研究において

サービスの知覚と期待のギャップによる測定方法の妥当性に疑問を提示している ）。また、

は非有形的な次元が有形性の次元よりも全体サービスに

強い影響を及ぼしている点を報告しているが、サービスは、不可分性や消滅性という特徴を

有しているため、無形性の要素のみならず、サービスを考察する上で プロセス を捉える

必要があると考えられる。しかし、 モデルには プロセス の視点が不足し

ている。

さらに、 はサービスの品質次元が業種によって異なる 構成要素の

妥当性・汎用性 という課題を指摘しており、多くの論者が構成要素に別の要素を加え、分

析している ）。その中で、同様の問題意識を基に、 を修正した観光分野の品質

提供モデルとして提案されたモデルが ） である。当モデルは宿泊施設に特
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）
）
）サービス・マーケティングのテーマの中で最も調査された内容はサービス品質であり、様々な研究者が

の批評を行ない、サービス品質について議論した（ ）。
）
）
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化したサービス品質の測定モデルである。構成要素に関しては、前述の モデ

ルの要素を用いて分析しているが、パイロット・スタディを何度も試み、最終的には 項目

の質問項目を抽出した。そしてその項目は、 物的要素 に関する質問（ 項目）は 飲食の

質 魅力的な客室 等が加味され、 共感性 に関しては の 項目から 項

目と変更されているように、宿泊サービス独自の特徴に併せて変更されている ）。また、

は ） という観光、レジャーでの観光客満足測定に焦点を当

てた概念を提案した。当モデルは、デスティネーション内に存在するリゾート施設や自然、

）
）
）

図表 ． モデルの形成

グル
ープ

構成要素前

構成要素 特徴 構成要素 特徴

物的要素（ ）

施設の外観と従業員の外見

サービス提供時に用いられる用具や設備

サービスが具体的な形をとったもの（クレジット

カード等）

物的要素

（ ）
施設、器材、従業員の外見

信頼性

（ ）

品質が一貫しており信用が置けること、企業が初回か

ら適切なサービスを提供、約束を履行すること。

請求内容に間違いがない

指定した時間にサービスを提供する

信頼性

（ ）

信頼、正確に約束された

サービスを実行する能力

応答性

（ ）

従業員がてきぱきと進んでサービスを提供すること。

伝票をすぐに郵送する

すぐに顧客に電話を掛け直す

サービスを迅速に提供する（すぐに打ち合わせ日

時を設定する等）

応答性

（ ）

顧客を助けて、迅速なサー

ビスを提供したいという意

欲

コミュニケーション

（ ）

常に顧客に通じる言葉で情報を提供し、彼らの話に

耳を傾けること。場合によっては、顧客ごとに言い

方を変えられること。

サービスの内容と料金について説明する

料金に対してどれだけの便益が得られるかを説明する

保証性

（ ）

従業員の礼儀と知識、信

用・信頼してもらう能力

信用性

（ ）

信用がおけ、頼りになり、誠実であること。また、

顧客の利益を最優先すること。

有名で評判の高い企業である

従業員の人柄がよい

押し売りをしない

安全性

（ ）

危険、リスク、疑念などを感じさせないこと

身体的な安全性が確保されている

経済的な安全性と情報の機密性が確保されている

能力

（ ）

サービスの提供に必要な専門的技術や知識が備わっ

ていること。

担当者、サポート・スタッフの知識や技術

サービス企業の調査能力

礼儀正しさ

（ ）

サービス提供者（受付係や電話交換手含む）が礼儀正し

く、敬意と思いやりと親しみを込めて顧客に接すること。

顧客の特性を考慮する

清潔で整った身なりをしている

顧客理解

（

）

顧客ニーズの理解に努めていること。

顧客ひとりひとりの要求を理解している

顧客ひとりひとりに配慮している
共感性

（ ）

同社がその顧客に提供す

る、愛情深い、個別的注意

アクセス・

利用性（ ）

利用しやすく、連絡がとりやすいこと。

電話ですぐに連絡が取れる

待ち時間があまり長くない

営業時間が適当で、立地がよい

出所 （ ）、宮城（ ）参照、著者作成。



地域の雰囲気、宿泊施設や文化的遺産等、デスティネーションの特性に併せた具体的な構成

要素を抽出し、分析されている。

このように、宿泊施設のための品質測定モデルである やデスティネーショ

ンの品質次元である は、 モデルが抱える業種や特徴によって異なる

構成要素の妥当性・汎用性 という課題を解決し、観光関連施設やデスティネーションが

抱える課題や特徴に合わせた品質モデルを提案した。しかし、訪問客がリピート化している

ようなデスティネーションにおいて、観光施設、宿泊施設やアトラクション等の施設は、価

格でしか差別化できない コモディティ化 ） しており、訪問客はデスティネーションで経

験する プロセス の質が他地域との差別化の要因になっていると推測できる ）。しかし、

、 ともに 構成要素の妥当性・汎用性 やサービスの特性である

無形性 の要素には対応されているにもかかわらず、観光分野を考察する上で重要となる

プロセス という視点が不足している。

．サービス品質における プロセス重視のアプローチ の課題とデスティネーショ

ンへの貢献

前章では、 モデルに代表される 無形性重視のアプローチ に関する既存研

究を概観した。当アプローチは、知覚品質における概念形成、計測のための基準、手法の形

成、並びに モデルを応用した宿泊施設のための品質測定モデルである

モデルやデスティネーションの品質次元である モデルを創出したという意

味において品質研究に大きく貢献した。しかし、無形性重視のアプローチには、サービスの

特性である無形性の課題解決に比重が置かれ、観光分野を考察する上で重要となる プロセ

ス という視点が不足していると前章で結論付けた。そこで、本章ではデスティネーション

や観光産業での経験にフォーカスした が概念化した サービス経験

（ ））、そしてサービス品質の無形性や有形性のみならずプロセスも加

味した による サービス品質モデル（ ））、これらについ

て概観する。

の サービス経験

に代表されるサービス品質における 無形性重視のアプローチ には、サー

ビスの特性である無形性の課題解決に比重が置かれ、観光分野を考察する上で重要となる

プロセス という視点が不足していると前述した。一方、 はサービスの

特性である無形性の課題解決に偏り、そして 品質判断に特定 ） する モデル

を批判し、サービス品質とは異なるプロセスを重視した サービス経験 を提唱している。
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）
）サービスやデスティネーションでのプロセスの管理の重要性に関しては、 真実の瞬間（
） や コンタクト・ポイント（ ） 等が挙げられる。

）
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は （ ）が主張したレジャーサービスにおける

サービススケープ の正当性を認めているものの、ツアーガイドやサービス提供者の訪問

客とのインタラクションや経験・感動的なものが利益の本質になるにもかかわらず、サービ

ス経験品質の研究が軽視されていると主張している ）。

そこでまず初めに、図表 の通り、 は サービス品質（

） と サービス経験品質（ ） を比較した ）。例えばホ

テルのサービス品質の場合、客室の清掃が行きわたっているか、顧客のクレームに対する迅

速な対応等、サービスの側面でサービス品質を評価し（属性ベース、特定）、また 利益の

本質 に関しては、施設の使いやすさやチェック・アウトのスムーズさが対象となる。一

方、サービス経験品質の場合は、ホテルで顧客がチェック・インするときに、その対応に時

間がかかれば、ほとんどのサービス品質が素晴らしくても顧客満足は得られないかもしれな

い（ホリスティック）。また、先日受けたサービスと比較して、サービス品質自体は悪くな

いが、その日と比較して今回のサービスには満足できない（経験的、感動的）、どんなに素

晴らしいサービスを提供しても、その日の感情・雰囲気で同じサービスでも顧客の捉え方が

異なる（主観的）等、これらのことが満足には発生する。このように、 は

サービス品質とサービス経験品質を比較し、両者は異なる概念であると主張している。そし

て、同時に他サービス業と比較し、観光産業は訪問客による経験的・感情的なリアクション

を引き起こすのではないかと述べている ）。

）この点に関して は、 品質は、個人的、一般的コミュニケーションが重要な役割を果たすが、概
念的前提条件を持っていない。しかし、満足は公平性、帰属、感情を含むいくつかの経験に基づく情動的
プロセスに影響される と指摘している（ ）。
）
）
）

図表 ．サービス品質とサービス経験品質の比較

フレームワーク
サービス品質

［ ］
サービス経験品質

［ ］

測定法 客観的 主観的

評価モデル 属性ベース
ホリスティック

ゲシュタルト［ ］

評価の焦点
企業 サービス提供者
サービス環境（外部）

それ自体［ ］（内部）

範囲 特定 全体的

利益の本質 機能的 実用的 経験的 快楽的 象徴的

心理的表示 認知 態度 感動的

出所



次に、 は エアライン 宿泊施設 ツアー・アトラクション を対象

とした実証研究において、観光分野におけるサービス経験として、図表 の通り 快楽的

（ ） 安心感（ ） 関与（ ） 認知（ ） と

いう主に つの因子を抽出した ）。まず初めに 快楽的 であるが、この因子はすごく好き

なこと、思い出深く、スリルに富んだことへの訪問客のニーズが反映されている。さらに、

訪問客は冒険的で、何か新しく日常生活とは異なる経験を記憶し、その経験を友人・知人に

口コミしたいと考えていることが第一因子として抽出された。次に第二因子の 安心感 で

あるが、当因子は身体的で精神的な安全や快適さに対する訪問客の欲求として抽出された。

第三因子の 関与 であるが、デスティネーションの風習や習慣に強く関与し、それと関連

した観光サービスに積極的に参加したいという訪問客のニーズが反映されている。また、訪

問客はデスティネーションにおけるサービス経験にはそこで受ける 結果 よりもサービス

提供における プロセス に関与したいというニーズがあるのと同時に、他方でそこでのプ

ロセスの参加は強制的なものではなく、訪問客自身が自ら参加できることが望まれているこ

とが当因子に反映されている。最後に、第四因子の 認知 であるが、訪問客は普段から真

面目に扱ってもらいたいと考えているのと同様に、サービス提供の場においても人間として

同等に接してもらいたいというニーズが当因子として抽出された。

このように の研究は 無形性重視のアプローチ が抱えていた プロセ

ス という視点の不足という課題を補ったフレームワークを提示した。さらに

は、 もし、観光産業における管理者がサービス品質のみ、もしくは属性ベースで顧
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図表 ．観光分野におけるサービス経験品質の次元

次元 項目
第一因子 快楽的（ ） 第二因子 安心感（ ）
本当にしたいことをすること 身体的な心地よさ

思い出深いことをすること 財産の安全

スリルに富んだことをすること リラックス

一生に一度 の経験 身の安心

経験を他と共有すること プライバシーの安全

非日常の感覚

何らかの方法で挑戦できること 第三因子 関与（ ）
想像力がかきたてられること プロセスへの関与

冒険すること プロセスへの選択要素

楽しみ 結果を管理できること

何か新しく，いつもと異なること 教育を受けていて博識であること

協力

第四因子 認知（ ）
真剣さ

重要性

出所
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客満足を測定しているなら、彼らは訪問客にとって適切な観光サービスではなく、管理者側

にとって機能的・実用的な観光サービスを評価することを強制しているかもしれない ） と

述べている通り、サービス品質研究には消費者視点や主観的な反応が不足していると問題提

起している。しかし、 の サービス経験 で観光分野の企業やデスティ

ネーションを測定することには限界がある。何故なら、当モデルはサービスの特性である

無形性 や プロセス 、そして消費者心理の要素が加味されたモデルとなっているが、

観光分野の企業やデスティネーションは前述した通り、 観光サービス提供者とのインタラ

クション 住民のホスピタリティ といった要素のみならず、訪問客が利用する施設、ア

トラクション、自然環境等、様々な要因が関連している。そのため、いくら観光サービス提

供者とのインタラクション、住民のホスピタリティが十分に提供されていたとしても、宿泊

施設やレストランの食事の質が一定に保たれていないなら、訪問客は観光分野の企業やデス

ティネーションに対して満足することができないであろう。

さらに、 のモデルは消費者の視点で分析されているが、訪問客が観光関

連のサービス、もしくはデスティネーションを選択する上で重要となる イメージ の視点

が不足している。訪問客は、モノ製品と異なり、観光関連のサービス、もしくはデスティ

ネーションの品質や内容を把握することが難しく、サービスを受けた直後にしか実際の品質

を知るのはできない 経験品質 という特性をサービスは有している ）。しかし、訪問客

は、企業や自治体が提供する観光情報やサービス内容といった 手がかり ） を入手し、事

前に当地域のサービス、もしくはデスティネーションの経験を想像し、訪問を決定する。そ

のため、品質や満足を測定するためには、観光関連のサービスやデスティネーションのイ

メージがどのように形成されたのかという視点が不可欠かと考えられるが、

のモデルには、このような イメージ の視点が不足している。

の サービス品質モデル

前節では、 の サービス経験 について概観し、 モデル

に代表される 無形性重視のアプローチ と比較し、 プロセス が加味された 顧客の視

点 に立脚したモデルとなっていると述べた。しかし、同時にプロセスに偏重したモデルと

なっており、宿泊施設やレストランの食事の質というサービス自体の内容、並びに事前に

サービスやデスティネーションの内容を探索する イメージ 形成の過程が軽視されている

と言及した。

他方で、 サービス自体の内容 プロセス イメージ を加味した品質モデルとして、

）
） は、製品の品質評価プロセスにおいて、探索品質（ ）、経験品質（

）、信頼品質（ ）、これら つに分類した。探索品質とは、顧客が購買に先立ち
容易に評価できる特性を有している。経験品質とは、顧客がエンカウンターの場のサービスの提供を受け
たときに評価できる特性があり、信用品質とは、サービスの知覚後ですらすぐには評価できない特徴のこ
とである（ ）。
） 手がかり には 外在的手がかり（ ）と 内在的手がかり（ ）という二種
類の手がかりがある。外在的手がかりは、価格や銘柄、デザインなど製品の品質と直接結びつかない手が
かりであり、内在的手がかりは品質と直接結びつく手がかりであり、例えば病院の清潔さやサービス提供
者の技術などがこれにあたる（山本 ）。
）



の サービス品質モデル（ ） が挙げられる ）。

は 技術的品質（ ） 機能的品質（ ） イメージ

（ ）、これら つをサービス品質の次元として抽出し、当モデルに反映させた（図表

参照）。さらに、当モデルにおける具体的な基準は、 プロフェッショナリズムと技能

（ ） 態度と行動（ ） アスセシビリ

ティとフレキシビリティ（ ） 信頼性と信用（

） サービス・リカバリー（ ） サービススケープ

（ ） 評判と確実性（ ） というように全体で つ

存在する（図表 参照）。

まず初めに、サービス品質モデルにおける技術的品質であるが、当品質は 結果品質

（ ） とも呼ばれ、サービス組織や提供者とのインタラクションで顧客が得

る品質である。例えば、顧客がリゾート・ウェディングを希望した際のサービス提供者のカ

ウンセリング能力、レストランにおける安定した食事の味、宿泊施設の客室やベッドの提供

等である（プロフェッショナリズムと技能）。技術的品質は、サービス提供者と買い手との

インタラクションが終了したときに、顧客に残された もの（ ） であり、その特徴か

ら技術的品質がサービスの品質としてしばしば考えられる ）。

しかし、顧客は サービスの探索、サービスの知覚、サービスへの評価 というサービス

を受ける一連の活動の中で、サービス提供者との様々なインタラクションが存在しているた

め、サービスの全体的な品質の中には 結果品質 という側面と同時に、 どのようにサー

ビスが提供されたのか（ ） という 過程品質（ ） の側面が存在して

いる。 はそのようなサービスを受けるデリバリー・プロセスにかかわる品質を
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）

図表 ．全体的な知覚品質

出所
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機能的品質 と述べている。例えば、レストランの食事や宿泊施設の客室がどんなに素晴

らしくても（技術的品質）、接客スタッフの態度が横柄である（態度と行動）、サービス提供

者の制服が統一されていない（サービススケープ）、もしくは場所を示す地図が提供されて

いない、営業時間が顧客に十分配慮されていない（アスセシビリティとフレキシビリティ）

等の問題があれば、全体的なサービス品質に影響を与えるであろう。

そして、 の サービス品質モデル における つ目の次元として イメージ

が挙げられる。サービス品質におけるイメージは企業のコミュニケーションやオペレーショ

ンについて顧客に影響を与えるという点において、企業にとって非常に重要な側面であるで

ある ）。例えば、イメージはマーケティング・キャンペーンとともに、直接サービスを受け

るまで、品質を判断することができないサービスの内容を伝達することによって、顧客に期

待をいだかせることができるものである。また、企業のイメージ形成が肯定的であれば、世

の中にあふれている情報やマーケティング・コミュニケーション、口コミを肯定的に捉え

る。さらに、イメージはサービス提供企業の品質に影響を与える フィルター となる。前

）

図表 ．サービス品質における優良な つの基準

．プロフェッショナリズムと技能（ ）

顧客は、サービス提供者、及びその従業員、オペレーション・システム、物的資源が、顧客

の問題を専門的方法で解決するために必要とされる知識や技能を持つことを知る（結果に関す

る基準）。

．態度と行動（ ）

顧客は、サービス従業員（接触する従業員）が顧客に関心を持ち、その問題を親密かつ自発

的に解決してくれると感じる（プロセスに関する基準）。

．アスセシビリティとフレキシビリティ（ ）

顧客は、サービス提供者、立地、営業時間帯、従業員、オペレーション・システムはその

サービスを利用しやすくなるように設計・実行され、柔軟な方法で顧客の要望に対応できるよ

う整っていると感じる（プロセスに関する基準）。

．信頼性と信用（ ）

顧客は、サービス企業やその従業員、システムが約束を果たしたり顧客志向的な行動をする

とき、企業や従業員を頼ることができるということを知る（プロセスに関する基準）。

．サービス・リカバリー（ ）

顧客は、何か失敗したり不測の事態が発生したときはいつでも、サービス提供者がただちに

積極的にその状況に対応し、新しい代替案を提供できることに気が付く（プロセスに関する基

準）。

．サービススケープ（ ）

顧客は、サービス・エンカウンターの物的環境やその他の環境の様相が、そのサービス・プ

ロセスのポジティブな経験をサポートしてくれると感じる（プロセスに関する基準）。

．評判と確実性（ ）

顧客は、そのサービス提供者のビジネスは信頼できるものであり財産に適切な価値を提供し

てくれる。またそれは顧客とサービス提供者が共有できる価値と成果を生み出すということを

信じている（イメージに関する基準）。

出所



述した技術的品質と機能的品質はこのフィルターを通じて判断される。仮に、企業やサービ

スのイメージがよければ、品質の深刻な問題の原因となるようなものであっても、 シェル

ター効果 によって大目に見られる可能性がある。このように イメージ は、企業や地域

が顧客の期待するサービスを適切、かつ確実に提供してくれるという 評判と確実性 とい

う特徴を有している。

以上、 プロセス の視点で考察されたモデルとして、 の サービス品質モデ

ル を取り上げ概観した。当モデルは、サービスの特性である無形性の要素への対応やサー

ビスが抱える 異質性 を克服し、いかにサービスの 結果品質 を測定するのかという視

点で研究されていた既存研究に対して、 結果 と 過程 、双方からアプローチした。さら

にマーケティング分野で議論されてきたブランドやイメージ研究という側面を品質研究に統

合させた。このような意味において、サービスのもっとも大きな特性である 無形性 、

サービス提供者と買い手とのインタラクションが終了したときに顧客に残される 結果 、

どのようにサービスが提供されたのかという プロセス 、そしてサービス品質の選択や実

際の知覚に影響を与える イメージ 、これらが配慮された包括的なサービス品質モデルで

あると言えよう。

．デスティネーションにおけるサービス品質視座の導入可能性

前章まで、地域主導型、若しくは包括的なアプローチが行われているデスティネーション

研究を概観し、当分野における 訪問客視点 の不足を指摘した。このような課題を解決す

るために、顧客の視点から行われているサービス品質研究の中でも、 モデル

に代表される 無形性重視のアプローチ 、 や に代表される

プロセス重視のアプローチ における、貢献と課題について述べた。

ここで、これまで考察してきたサービス品質研究を再考し、デスティネーションへのサー

ビス品質視座の適用可能性について考察したい。デスティネーション内で提供されるサービ

スを考察する上で重要となる点として、 包括的な視点 、並びに プロセスの視点 、これ

ら 点が存在する。まず始めに、 包括的な視点 についてであるが、デスティネーション

を考察する上で、 無形性 有形性 という二元論ではない包括的な視点が必要となる。例

えば、サービスの特性を考察する際、サービスはパフォーマンスであり、サービスは有形の

製品と同じように見たり、感じたり、味わったり、触ったりすることができないという理由

から、無形性が重要視されていると前述したが、デスティネーションの場合、そこまで来る

アクセス方法、観光施設、宿泊施設、地域の文化的背景、環境等、様々な要因が関わってお

り、サービスと比較しても複雑である。デスティネーション研究において、地域の競争力の決定

要因を探ることが大きな研究課題となっているが、上記の複雑さという理由のため、ホテル

やアトラクション・サービスのみでは、地域の競争力に繋がる決定要因を測ることはできない。

しかし、 無形性 が考慮された モデルやサービス経験品質でデスティネー

ションを測定することには限界がある。何故なら、デスティネーションは前述した通り、観

光サービス提供者とのインタラクション、住民のホスピタリティのみならず、訪問客が旅行
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を目的として利用する施設、アトラクション、自然環境といった 結果品質 が関連してい

る。例えば、いくら住民のホスピタリティや観光サービス提供者のサービス品質が安定的に

供給されていていたとしても、レストランの食事の質が一定に保たれていない、宿泊施設自

体の安全性が担保されていなければ、訪問客はデスティネーションに対して満足することが

できない。このように、結果品質はデスティネーションの全体品質、並びに顧客満足を獲得

する上で必須条件なのであり、 無形性 有形性 という二元論ではない包括的な視点がデ

スティネーションの品質をとらえる上で必要不可欠である。

デスティネーション内で提供されるサービスを考察する上でもう つ重要となる点とし

て、 プロセスの視点 が挙げられる。前述した通り、結果品質と過程品質、どちらか一方

だけのサービス属性を充足させるのみでは十分な満足に至らず、両サービス属性がある水準

以上に充足されないと全体満足があがらない ）。しかし、人的要素の強いサービス提供企業

において、顧客と従業員とのエンカウンターの管理が不可欠である。何故なら、顧客への接

客や瞬時の対応といった決定的瞬間の管理が、顧客満足と関連しているからである。例え

ば、ディズニーランドでは平均 回ものサービス・エンカウンターを顧客が経験すると言わ

れているが ）、 回のサービス・エンカウンターが成功したとしても、残り 回ミスをした

ら、顧客満足の形成に悪影響を及ぼすであろう。

このようなサービス提供の場におけるエンカウンターの重要性は、訪問客がリピート化し

ているデスティネーションにおいて、より顕著である。例えば、開発途上のデスティネー

ションを例にとると、開発段階では、観光関連施設や宿泊施設の充実や自然・景観の活用

等、結果品質の開発・安定的提供を推進するが、このような対応がある程度進んだ場合、結

果品質のみでは訪問客の満足を獲得することができない。そのため、訪問客は 価格 でデ

スティネーションを決定する傾向があるが、このようなデスティネーションを価格でしか差

別化できないコモディティ化した状態には様々な要因があり、デスティネーション単体で解

決することは難しい ）。しかし、結果品質が満足できる水準にある場合、過程品質は顧客満

足の形成において結果品質よりも重要な役割を果たすと言われている ）。例えば、デスティ

ネーションで提供されるサービスには、顧客がサービスに対して望む 必要条件水準

（ ） と 希望水準（ ） が存在するが、結果品質は必要条件

水準が高いため標準なサービスでは満足を得ることは難しいが、過程品質の場合、必要条件

水準、希望水準ともに顧客からの期待度が過程品質と低いため、過程品質の方が訪問客への

顧客満足を訴求しやすい ）。そのため、もし、結果品質が訪問客にある程度充足させること

ができるのであれば、 地域住民やサービス提供者のホスピタリティ 訪問客のアクセスの

しやすさ デスティネーション内でのサービス提供の信頼性 地域自体の安全性 といっ

たデスティネーションで訪問客が経験する 過程品質 の質が他地域との差別化の要因に

なっていると推測できる。

）嶋口（ ）
）
）例えば、 年 月 日の ドル 円と円が高騰した結果、日本人にとって、ハワイやグアムといっ
た海外のデスティネーションのほうが沖縄県より割安感がでたことにより、沖縄県への訪問客数が鈍化し
たが（宮城、 ）、このような為替相場の現象は沖縄県のみでは解決することはできない。
） 嶋口



このように、デスティネーションが形成するサービスを管理し、顧客に提供するために

は、結果品質と過程品質、双方をある水準以上に充足させなくてはいけいない。さらに、今

後価格競争の脅威にさらされるデスティネーションにおいて、結果品質が満足できる水準に

ある場合、デスティネーションでのサービス提供は、 サービス提供過程前、エンカウン

ターの場、並びにサービス提供後 とサービスの提供過程と比較しても範囲が広く、これら

の全体のプロセスをいかに管理するかがデスティネーションにおける品質管理の大きな課題

である。

ここまで、顧客の視点に立脚したサービス品質における既存研究の整理とこれらの貢献と

課題について概観することにより、顧客の視点が軽視されてきた観光学におけるデスティ

ネーションの品質研究への問題提起を行った。観光学におけるデスティネーションの品質モ

デルの課題を解決し、顧客の視点を取り入れた品質の管理、並びに測定を行う上で、包括的

な視点が不可欠であると考えられる。その際、 の サービス品質モデル はデス

ティネーションにおけるもっとも大きな特性である 無形性 、サービス提供者と買い手と

のインタラクションが終了したときに顧客に残される 結果 、どのようにサービスが提供

されたのかという プロセス 、そしてサービス品質の選択や実際の知覚に影響を与える

イメージ 、これらが配慮された包括的な品質モデルであると言えよう。

しかし、 の サービス品質モデル においても、デスティネーションの品質や

満足度を分析するには限界がある。前述した通り、 はサービスの品質次

元が業種によって異なると指摘しているが、観光関連業やデスティネーションを測定する場

合においても同様の課題が存在している。例えば、デスティネーションの品質を考察する場

合、サービス提供企業と同じ 過程品質 においても、現地の 治安 や 安全性 、また

言語 ） に関しては、サービス提供企業と比較し、より重視される点である。

また、デスティネーションの中でも、国家間や地域間の相違を考慮する必要がある。例え

ば、松尾・奥瀬・ （ ）はサービス品質の構造が文化の違いによって異なるという

問題意識の下、これまで重要視されていた無形性より、日本のサービスにおいては有形性が

全体的サービス品質や顧客満足に影響を及ぼすことを提示している。さらに、ハワイ、マ

ジョルカ、沖縄といったリゾート地とパリ、バルセロナ、京都のような歴史的な建造物が多

いデスティネーションでは訪問客の求めているものも異なる。そのため、デスティネーショ

ンの特性を考慮し、訪問客の視点のプロセスを管理する独自のフレームワークを構築するこ

とにより、地域が抱える課題解決の示唆が可能であると言えよう。
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）藤村（ ）は、 （ ）が提案している 期待の受容領域（
） を用いて顧客満足に対する過程品質の相対的重要性を指摘している（藤村、 、

）。
）デスティネーションをマネジメントの側面で考察する場合、海外からのインバウンドを推進していく上
での英語を始めとする外国語を取得した人材の育成が急務であるが、同時にデスティネーションを顧客の
視点で考察した場合、それほど単純に片づけられる問題ではない。例えば、外国人に理解してもらうため
に設置した外国語表記の看板における景観の課題（川口、宮城、 ）、最低限の英語で外国人対応し、
共感性 や 応答性 といった他の要素で顧客からの満足を得ている宿泊施設（安田、 ）が存在し

ているように、デスティネーションにおける言語の問題は非常に難しい課題である。
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．おわりに

本研究では、観光学におけるデスティネーション研究の分析枠組みとしての課題を指摘

し、このような課題を解決するために、顧客の視点から行われているサービス品質研究の中

でも、 モデルに代表される 無形性重視のアプローチ 、 や

に代表される プロセス重視のアプローチ 、これらのサービス品質における貢献

と課題について述べた。無形性重視のアプローチに関しては、知覚品質における概念形成、

計測のための基準、手法の形成、並びに モデルを応用した宿泊施設のための

品質測定モデルである モデルやデスティネーションの品質次元である

モデルを創出したという意味において品質研究に大きく貢献した。しかし、当アプ

ローチには、サービスの特性である無形性の課題解決に比重が置かれ、観光分野を考察する

上で重要となる プロセス という視点が不足している。

一方、プロセス重視のアプローチにおいて、デスティネーションや観光産業での経験に

フォーカスした が概念化した サービス経験品質 、そしてサービス品質

の無形性や有形性のみならずプロセスも加味した による サービス品質モデ

ル 、これらについて概観した。前者に関しては、無形性重視のアプローチと比較し、 プロ

セス が加味された、より 顧客の視点 に立脚したモデルとなっているが、他方でプロセ

スに偏重したモデルとなっていると指摘した。後者に関しては、これまでの論者の課題を解

決し、 サービス自体の内容 プロセス イメージ を加味した品質モデルであると述べ

た。 の サービス品質モデル はサービス提供前からその後までの顧客とのイン

タラクションに注目した点で、非常に意義があると考える。

さらに、デスティネーションでのサービス提供の場合、サービスのそれと比較しても範囲

が広く、これらの全体のプロセスをいかに管理するかがデスティネーションにおける品質管

理の重要な側面である。その際、 の サービス品質モデル はデスティネーショ

ンにおける品質モデルに不足していた、もしくは一側面でしか捉えられていなかった点を解

決し、 無形性 結果 イメージ プロセス 、これらが配慮された顧客の視点に立脚し

た包括的な品質モデルであると言えよう。

近年の航空機や鉄道、高速道路等交通インフラの発展に伴い、デスティネーションへのア

クセスが国内外ともに容易になりつつあること、さらに、デスティネーションへの交流人口

の増加をきっかけに、自治体の中には、デスティネーション開発に力点を置き、訪問客の獲

得を目指すところも出てくるであろう。今後、多くのデスティネーションが価格競争の脅威

にさらされることが予想される中で、訪問客満足の要因となる観光サービス提供のプロセス

を訪問客の視点で管理する立場がより重要になると考えられる。しかし、これまでのデス

ティネーションにおける品質研究に関して、海外では活発に当領域の研究が行われている

が、特に日本国内ではほとんど海外の研究が紹介されていないという課題が存在する。その

上で、本研究が、観光学、及びサービス・マーケティング研究におけるそれぞれの貢献、及

び課題を明らかにし、プロセスを加味したデスティネーションの品質モデル構築の可能性を

示した点は本研究の つの貢献であると考える。

本研究では、観光学、及びサービス・マーケティングの立場のデスティネーション研究を



取り上げ、それぞれの貢献、及び課題を明らかにすることができた。しかし、今回の研究で

は、実際のデスティネーションが抱えている多様なニーズへの対応や地域における過程品質

の重要性という点に関して実証的に明らかになっていない。さらに、本研究ではサービスや

経験に関する国家・地域間の相違点が捨象されていたが、今後、デスティネーションの品質

次元においても国家・地域対象別に実証研究を行うことにより、当研究領域おける品質研究

を精緻化していくことが必要であろう。
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