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Ⅰ．はじめに 

　近年，国内航空の旅客者数は緩やかな上昇傾向にある。2014年度の国内航

空の旅客者数は約9200万人であるが，2018年度には約 1 億100万人まで増

加している 1。しかし，今後，国内の航空会社間の競争は一層激化していくこ

とが予想されている（水田 2017， 153頁）。主たる要因としては，2012年よ

り国内市場に参入したLCC（Low Cost Carrier）2 の急成長，少子高齢化，輸送

代替手段の増加等が挙げられる（花岡 2015， 21頁；水田 2017， 153頁）。

　こうした状況の中で，従来からあるFSC（Full Service Carrier）3 は，様々な

サービスを導入し，競争に打ち勝とうとしている。例えば，ANAはWi-Fi無料

コンテンツやオーディオプログラムの提供を行っている 4。

　先行研究においてもサービス向上による顧客満足の向上，ならびに搭乗率増

大の重要性が指摘されている。大崎（2015）は，国内FSCのサービス向上に

よる高い搭乗率の維持について述べている。しかしながら，利用者がどのよう

なサービスに満足し，搭乗率の増大につながっているのか，すなわちサービス

品質の重要な要素については詳細に検証していない。

　そこで本研究では，国内FSCの顧客満足に焦点を当て，利用者がどのような

サービス品質の要素を重要視しているのかについて検証する。その際，サービ

ス品質の要素を示すものとして，代表的な指標であるSERVQUALを使用する。

SERVQUALの概要については後述する。また，航空サービスの利用回数にも

着目し，利用回数が多い人と少ない人における顧客満足とサービス品質の関係

についても分析する。

1 国土交通省「平成30年度国内輸送実績」（2019/10/06最終アクセス）。
2 大胆なコスト削減で低運賃を提供する一方，サービスは簡素化・有料化する航空会社［水田

（2017），154頁］。
3 クラス毎の運賃に応じて空港・機内で多様なサービスをし，より良いサービスを追求する航空会

社［水田（2017），154頁］。
4 ANA「Inspiration of JAPAN」（2019/10/06最終アクセス）。
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　本研究の構成は次のようになる。まず，顧客満足とサービス品質について整

理し，サービス品質測定尺度として用いるSERVQUALについて，その特徴と

問題点を整理する。そして，国内FSCを対象に，顧客満足とサービス品質の関

係について実証分析をする。

Ⅱ．顧客満足とサービス品質の関係およびその測定方法について

1．顧客満足におけるサービス品質の重要性

　顧客満足は，「企業，製品，もしくはサービスに対する顧客の期待と，それ

らの達成度に対する顧客の知覚の差によって生じる感情」と定義されている

（ローイ他，白井・平林訳 2004， 83頁）。すなわち，知覚した評価が期待と合

致する，もしくは期待を上回るものであれば顧客は満足するが，そうでなけれ

ば不満を覚えるということである。

　顧客満足は，企業の収益に大きな影響を与えることが指摘されている。

Heskett et al.（1994）は，自身が提唱したサービス・プロフィット・チェーン

という概念的枠組みにおいて，顧客満足の向上が顧客のサービス再利用意図を

高めると指摘し，企業の収益増大のためには顧客満足が重要であると述べてい

る。また，小野（2010）によると，顧客は満足を得ることで，他人に対して

ポジティブな口コミを行うとされている。そして，近年，この口コミは消費者

の購買行動に大きな影響を与えることが指摘されている（コトラー他， 恩蔵・

藤井訳 2018， 99-100頁）。以上のことから，顧客満足は顧客の購買行動に大

きく影響し，企業収益にも影響を及ぼしていることが分かる（上原 2009， 

1-3 頁）。

　それでは，顧客満足はどのように測定されるのだろうか。日本生産性本部は

2010年に，顧客満足の測定指標としてJCSI（Japanese Customer Satisfaction 

Index：日本版顧客満足度指数）を開発した。JCSIの因果モデルでは，顧客満



−112−

足の先行要因として顧客期待，知覚価値，知覚品質（サービス品質）が，結果

要因として推奨意向，ロイヤルティが示されている（図表 1）。とりわけ，顧

客満足の先行要因の中で，サービス品質の重要性が指摘されている（Heskett 

et al. 1994， pp.164-165；上原 2009， 4-5 頁）。上原（2009）は，高水準の

サービス品質の提供が顧客の満足度を高め，サービスの再利用や他者への推奨

につながると述べている。

　図表1：JCSIの因果モデルおよび本研究の焦点

　

出典：Heskett et al.（1994）， p.166，公益財団法人 日本生産性本部 JCSI
　     　 　日本版顧客満足度指数「JCSI因果モデルとは」を基に筆者作成。

2．サービス品質測定尺度であるSERVQUALの概要

　サービス品質は客観的な指標がある有形財の品質とは異なり，抽象的で捉え

にくいため，その測定や評価が非常に困難であるといえる（中村 2007， 39

頁）。この問題に対して，サービス品質を測定する 1 つの方法として，消費者

の知覚した品質で評価を行う知覚品質が利用されてきた。Parasuraman， 

Zeithaml， and Berry（以下、PZB）（1988）はこの知覚品質に焦点を当て，顧

客視点のサービスに対する事前の期待と事後の評価の差でサービス品質を測定

するSERVQUALを開発した。

　PZB（1985）はSERVQUALの開発に先立って，銀行，クレジットカード会



−113−

社，機械の修理・保全会社，証券会社の計 4 社を対象企業とし，フォーカス

グループインタビューによるサービス品質の概念モデルの導出を行った。続い

て，得られた結果からサービス品質を10要素（有形性，信頼性，反応性，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）に識別し，その10要素を測定する尺度として97項目の質問を作成した。

その後，PZB（1988）では更なる調査によりサービス品質が最終的に10要素

から5要素にまとめられ，質問項目も22項目まで削減された。各要素は，有

形性，信頼性，反応性に加えて，コミュニケーション，信用性，安全性，能

力，礼儀正しさが確信性に，顧客理解とアクセスが共感性にまとめられ，サー

ビス品質は下記の 5 つの要素に集約された。22項目の質問に関しては，顧客

に対して 7 段階のリッカート尺度用いて，期待と評価のレベルを回答するよ

うに求めている。

有形性（tangibles）：物理的な施設，設備や従業員の服装

信頼性（reliability）：約束されたサービスを正確に遂行する能力

反応性（responsiveness）：顧客を進んで助け，迅速にサービス提供をする意向

確信性（assurance）： 従業員の知識の豊富さや丁寧さ，顧客に信用や信頼を与

える能力

　共感性（empathy）：顧客に対する気遣いや，個人に合わせた配慮

　PZB（1988）によって開発されたSERVQUALは，サービス品質を定量的に

測定することができるという点で，サービス・マーケティングの領域におい

て，多大な影響を及ぼし，多くの研究者によって使用されている測定尺度であ

る（中西 1995， 66頁；中村 2007， 40頁）。

　しかしながら，SERVQUALの実用性については問題点も指摘されている。松
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尾・奥瀬・プラート（2001）は 2 点挙げている。1 点目は，顧客のサービス

に対する事前の期待と事後の評価の差でサービス品質を測定することの妥当性

についてである。本来ならば，サービス消費以前に測定されるべき事前の期待

であるが，調査の経済的な理由などにより事後に測定されることが多く，その

ため認知的不協和などによって事前の期待を正確に測定することができない 5。

2 点目は，SERVQUALにおけるサービス品質の各要素の不安定性についてであ

る。PZB（1988）は業種横断的に使用可能な測定尺度としてSERVQUALを開発

したが，業種を特定しないがゆえに，具体性に欠けるという負の側面を持つ 6。

また，SERVQUAL開発後のいくつかの研究では，要素数の過不足やモデルの適

合性についての問題などが指摘されている（Cronin and Taylor 1992， p.61；

Carman 1990， pp.36-43；佐藤・永田 2003， 8 頁；中村 2007， 41頁）。

　このような問題点を明らかにしている研究として，Cronin and Taylor

（1992）とCarman（1990）がある。Cronin and Taylor（1992）は害虫駆除，

ドライクリーニング，ファストフード，銀行を対象に調査し，SERVQUALの

5 要素全ての因子構造を確認できなかったと述べている。また，事前期待を測

定するのではなく，事後評価のみでサービス品質を測定できることを指摘して

いる。Carman（1990）は歯科，ビジネススクール職業紹介所，タイヤ専門店，

緊急治療病院を対象に調査し，彼もまたサービス品質を 5 要素に集約するこ

とができなかったと述べている。またサービス品質は各種サービスによって異

なるため，文言や要素の数をカスタマイズしていく必要があると指摘している。

　このような指摘を受け，PZBは，後の論文（PZB 1991）でSERVQUALの改

訂を行っている。そこでは質問項目の期待セクションを “should” から “will”

5 Cronin and Taylor（1994），pp.125-126；中村（2007），42頁においても指摘されている。
6 須賀（2003），78-79頁；中村（2007），41頁においても指摘されている。
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へ変更し，また評価尺度も 7 段階から 9 段階へと変更している。しかし，

SERVQUALの本質となる 5 要素22項目に関してはその数を修正していない。

彼らは，SERVQUALの 5 要素22項目は省略すべきではなく，各種サービスに

合わせて新たな項目を追加して測定すべきだと述べており，SERVQUALの修

正に対しては否定的である。

　以上を踏まえると，SERVQUALの問題点は，①事前期待を測定することの

妥当性，②産業によって重要なサービス品質の要素が変わること，③具体的な

質問項目を対象産業によって変更しなければならないこと，に集約できるであ

ろう。しかしながら，多くの研究者によって使用されていることから，サービ

ス品質を測定する有効なモデルであると考えられる（中西 1995， 66頁）。し

たがって本研究では，SERVQUALを用いて，国内FSCのサービス品質について

検証を進める。

Ⅲ．研究仮説

　PZB（1991）は，銀行，電話修理会社，保険会社を対象に調査し，サービ

ス品質における各要素の相対的重要性を明らかにしている。彼らによると，信

頼性が最も重視され，次いで反応性，確信性，共感性，有形性の順になってい

る。一方，近藤（1995）はファミリーレストランのガストを対象に調査し，

信頼性，共感性，反応性，確信性，有形性の順に重要であると指摘している。

これらの結果から，サービス品質において，信頼性が最も重要であることが推

測される。また，近藤（1995）の研究では，PZB（1991）とは異なり，共感

性の相対的重要性が高かった。その理由として，近藤（1995）は，日本社会

における個人的な配慮といった対人関係の重要性が，共感性の高さにつながっ

たと指摘している。また，野村（2010）は，航空サービスにおける共感性の

重要性を述べている。彼女はSERVQUALの 5 要素のうち，有形性，信頼性，
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反応性，確信性については，教育や研修を行うことで改善することが可能であ

ると述べている。一方，共感性は顧客に対する気遣いや個人に合わせた配慮で

あるため，顧客個人によって求めるものが異なってくる。したがって，マニュ

アルや研修で対応することは難しいと述べている。ただ，共感性は人の心に働

きかけるものなので，顧客にとって最も印象に残るものであり，航空サービス

においては重要なサービス品質であると結論づけている。

　したがって，次のような仮説が立てられる。

仮説 1：国内FSCにおいて，信頼性と共感性が顧客満足に正の影響を与える

　また，利用回数の多寡によって顧客満足とサービス品質の関係が異なること

が考えられる。中路（1999）は，SERVQUALを用いてはいないが，フィットネ

スクラブにおける利用回数と顧客満足の関係を指摘している。利用回数が多い

人では，提供されるサービス内容よりも運営システム（会費，立地，駐車場，

営業時間）の内容の方が，顧客満足に影響を与えることが確認されている。つ

まり，利用回数の多寡によって，顧客満足に強く影響を与える要素が異なると

考えられる。以上のことより，航空サービスにおいても，サービス利用回数の

多寡が，顧客満足とサービス品質の関係に影響を与えることが推測される。

　したがって，次のような仮説が立てられる。

仮説 2：�国内FSCにおいて，利用回数の多寡が特定のサービス品質と顧客満

足の関係に影響を与える
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Ⅳ．実証分析

1．調査概要

　仮説を検証するため，Googleフォームを用いたアンケート調査を2019年 8

月24日から 9 月 6 日の 2 週間実施した。

　調査対象は，過去 1 年間に国内 FSC（ANA・JAL・スカイマーク・AIRDO・

スターフライヤー・ソラシドエア・JTA）7 を利用した者とし，247サンプルが

集められた（図表 2）。247 サンプルのうち，男性が 102 人（41%），女性が

145人（59%）であり，年齢は10歳代46人（19%）と20歳代195人（79%）

が大部分を占めている。交互作用効果を見るうえで調整変数として用いる利用

回数（過去 1 年間に国内FSCを利用した回数）の内訳は以下の通りであった。

　

図表2：サンプルの属性

　

出典：筆者作成。

7 FSCとLCCの分類は国土交通省「LCCの事業展開の促進」（2019/10/06最終アクセス）に従う。
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　サービス品質測定尺度としては，PZB（1991）のSERVQUAL（改訂版）を

基に作成し，航空サービス向けにカスタマイズされた先行研究 8 を参考に，文

言の変更および質問項目の追加を行った。この尺度に加えて，顧客満足を測定

する項目として「あなたはその航空会社に総合的に満足した」を追加した。ま

た，PZB（1988）では，サービスに対する事前の期待と事後の評価の差でサー

ビス品質を測定しているが，本研究ではサービスの事後の評価のみを測定して

いる。なぜなら，事前の期待と事後の評価のギャップ尺度よりも，事後の評価

のみの尺度の方が，正確にサービス品質を測定することができるという結果が

指摘されているからである（Babakus and Mangold 1992， p.773；Cronin and 

Taylor 1992， pp.63-64， 1994， pp.130-131）。

　サービス品質を測定する 5 要素25項目と顧客満足を測定する項目の測定ス

ケールには，5 段階のリッカート尺度（1：全くそう思わない，2：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）を用いた。

5 段階評価を使用した理由は，回答者の負担を減らし，回答率の上昇および回

答の質の向上を図るためである（Babakus and Mangold 1992， p.771）。

 2．構成概念妥当性の検証

　統計分析ソフト「HAD16.0」を用いて，SERVQUAL の要素ごとに確認的因

子分析を行った。モデルの適合度を高めるため 5 要素25項目から，5 要素15

項目に変更した（図表 3）。モデルの適合度指標には，p 値，CFI，RMSEA な

どを活用した。因子負荷量は有形性の 1 項目と確信性の 1 項目を除き13項目

8 Ariffin et al.（2010），p.52；Mehdi Bozorgi（2007），pp.72-73；Khan and Khan（2014），
pp.65-66。
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で0.5を，α係数はすべての要素で0.5を上回っていることを確認した。また，

各項目の平均値と標準偏差，各要素のCR（Composite Reliability：合成信頼性）

とAVE（Average Variance Extracted：平均分散抽出）を算出した。

図表3：記述統計および確認的因子分析の結果

出典：筆者作成。

　多くの項目で，平均値に標準偏差（以下，SD）を加えた値が最大値 5 を上

回る天井効果が確認されたが，いずれもサービス品質の測定に重要な項目であ

ると判断したため，削除せずに分析を進めた。

　収束的妥当性の検証にはCRとAVEの値を用いた。信頼性，反応性，共感性

の3要素においてCRが0.6（Bagozzi and Yi 1988， p.80），AVEが0.5（Fornell 

and Larcker 1981， p.46）の基準値を上回ったため，収束的妥当性が確認され

た。有形性と確信性の 2 要素においては，因子負荷量の低い項目を含んでお

り，収束的妥当性も確認できなかったため，分析から除外することにした。本

研究では，サービス品質の重要な要素が信頼性と共感性であると推測したた

め，収束的妥当性が確認された 3 要素を用いて分析を進めることにした。

　弁別的妥当性は，それぞれの要素が，他の要素と違うものを測定しているこ
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とを表すための妥当性検証である（Iglesias et al. 2019， p.349；ファルハ・南 

2014， 101頁）。対角線上に示した各要素のAVEの平方根（2 乗根）は他の要

因との相関よりも高くなっており，弁別的妥当性が確認された（図表4）。

　
図表4：弁別的妥当性

出典：筆者作成。

 

3．交互作用を考慮した重回帰分析の結果

　構成概念妥当性が確認された 3 要素「信頼性」，「反応性」，「共感性」を独立

変数，「利用回数」を調整変数，「顧客満足」を従属変数とする階層的重回帰分

析を行った（図表 5）。なお，主効果の項と交互作用の項との相関に起因する

多重共線性を回避するため，独立変数と調整変数はすべて中心化している。

Step1 で主効果をすべて投入し，Step2 で交互作用項を投入した。有意水準は

5%以下と定めた。分析の結果，Step2の決定係数R2値の増加分（ΔR2＝0.046）

が 1%水準で有意であり，信頼性と共感性，そして利用回数と共感性の交互作

用項が 1%水準で有意となった。

　まず，非標準化係数の値から，信頼性，共感性の順にSERVQUALの 2 要素

が顧客満足に正の影響を与えていることが分かった。また反応性は統計的に非

有意であり，顧客満足に影響を与えているとは言えないことが分かった。した

がって，仮説 1「国内FSCにおいて，信頼性と共感性が顧客満足に正の影響を

与える」は支持された。
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図表5：顧客満足に対する階層的重回帰分析

 ** p < 01， * p < 0.5，数値は非標準化係数
  出典：筆者作成。

 
　続いて，利用回数と共感性の間での交互作用効果が認められたため，その関

わりをグラフ化した（図表 6）。その結果，国内FSCの利用回数が少ない群（利

用回数−1SD）においては，共感性による顧客満足への有意な影響が認められ

たが，利用回数が多い群（利用回数＋1SD）においては，有意な影響は認めら

れなかった。すなわち，共感性の評価が高まることによって顧客満足が向上す

るのは，利用回数が少ない人たちに限られる傾向があるということが示され

た。したがって，仮説Ⅱ「国内FSCにおいて，利用回数の多寡が特定のサービ

ス品質と顧客満足の関係に影響を与える」は支持され，利用回数の少ない人ほ

ど，共感性の評価が高いとき顧客満足も向上するということが明らかとなった。

図表6：利用回数と共感性の交互作用—顧客満足

**p<0.1
出典：筆者作成。
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Ⅴ．考察

　本研究は，SERVQUALを使用し，サービス品質における重要な要素の明確

化を行うとともに，サービス利用回数とサービス品質が顧客満足に与える交互

作用効果を検証することを目的として行われた。実証分析の結果から以下の 4

点を主要な考察事項とする。

　1 点目は，信頼性が顧客満足に最も強い正の影響を与えたことである。信頼

性はサービスの「結果」に関連する品質である，という近藤（2004）の指摘

を考慮すると，顧客がサービス消費の第一義的目的である「結果」の側面を重

視していると言える。このことから，国内FSCにおいては，手荷物の安全性の

確保や目的地への時間通りの到着，航空スタッフの誠実で頼りになる対応と

いった約束されたサービスを正確に遂行することが，顧客満足を高めるうえで

最重要であることが考えられる。

　2 点目は，共感性が顧客満足に正の影響を与えたことである。このことは，

日本社会および航空サービスの特徴が関係していると考えられる。日本社会に

は個人的な配慮といった対人関係を重視する傾向がある（近藤 2004， 213頁）。

特に，幅広い年齢層，様々な利用目的の顧客が機内という限られた空間でサー

ビスを受けるとき，顧客に対する気遣いや，個人に合わせた配慮という共感性

がより一層重要になってくると考えられる。また，野村（2010）が指摘する

ように，共感性の高いサービスの提供は，顧客にとって最も印象に残るため，

顧客満足の向上につながると考えられる。さらに，このようなきめ細やかな

サービスを提供することは，サービスを簡素化したLCCとの差別化という点で

も重要である。以上より，共感性が重要であると判断されるが，本研究のアン

ケート調査では共感性の評価が比較的低い値であったため，今後さらなる改善

が必要だと言える。
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　3 点目は，反応性が顧客満足に影響を与えるとは言えなかったことである。

反応性はサービス提供過程の従業員の行動に対する評価の品質である，という

近藤（2004）の指摘を考慮すると，国内FSCの顧客はサービス提供過程にお

ける航空スタッフの姿勢や態度を重要視していないと言える。このことから顧

客は，航空スタッフの迅速なサービス提供や進んで助ける姿勢を当然のものと

して受け取っていることが考えられる。

　4 点目は，利用回数の少ない人ほど，共感性の評価が高いときに顧客満足が

より向上するという交互作用効果についてである。利用回数の少ない人ほど，

航空スタッフの気遣いや，個人に合わせた配慮に慣れていないため，そうした

サービスが強く印象に残り，顧客満足を向上させていると考えられる。一方，

利用回数の多い人は，航空スタッフのきめ細やかなサービスを，徐々に当たり

前のように感じてしまうため，顧客満足にはそれほど影響しないと考えられ

る。一人ひとりの顧客を大切に扱うことが巨視的に見れば有効であることは論

を待たないが，とりわけ，利用回数の少ない人に対して共感性の高いサービス

を提供することで，顧客満足を向上させ，継続した利用につなげていくことが

できるだろう。

Ⅵ．おわりに

　本研究では，企業の持続的成長にとって喫緊の課題である顧客満足概念に焦

点を当て，サービス品質測定尺度として多くの研究者によって用いられている

SERVQUALを使用し，国内FSCにおけるサービス品質の重要な要素の明確化を

行った。また，サービス利用回数と特定のサービス品質が顧客満足に交互作用

効果をもたらすことを明らかにした。

　本研究の意義としては，2 点挙げることができる。1 点目は，SERVQUAL

を用いた実証分析に関する研究事例を増やせたことである。特に本研究では，
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研究対象を国内FSCに限定したため，当該領域の実務面において大きな貢献と

言える。2 点目は，国内FSCの顧客満足とサービス品質の関係において，サー

ビス利用回数という行動的変数を用いた交互作用効果の分析を行い，その効果

を確認したことである。このことから，サービス利用回数以外の行動的変数も

顧客満足とサービス品質の関係に影響をもたらす可能性が示唆された。

　最後に，本研究に残された課題と今後の展望について次の3点を取り上げ，

まとめとする。1 点目は，有形性と確信性の妥当性が確認できなかったため，

分析から除外したことである。多くの項目で天井効果が見られたデータを使用

したことが原因であると考えられる。SERVQUALの 5 要素のうち，2 要素を

除外し，3 要素 9 項目を用いて顧客満足に与える影響を分析したが，この項

目数でサービス品質全体をどれだけ説明することができるのかという問題が残

る。このことは各要素における質問項目の内容が適切ではなかった可能性を示

唆している。今後は，より慎重な質問項目の作成が求められる。2 点目は，サ

ンプルデータに大きな偏りがあったという問題である。本研究では，調査の経

済的な理由により 10 歳代・20 歳代を中心とする大学生が調査対象の大半で

あった。今後は，調査会社等に依頼をして，幅広い属性のサンプルデータを収

集することで，結果の妥当性をより一層高めることが求められる。3 点目は，

本研究で得られた結果は，国内FSCに限定したものであるため，その結果を広

いサービス産業の一般論として述べることができないことである。したがっ

て，複数のサービス産業に対して調査を行い，何らかの基準でその結果と特徴

を分類することで，部分的なサービス産業における一般論を導くことができる

と考えられる。
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