サービス産業生産性協議会
Service Productivity & Innovation for Growth

付加価値や顧客満足を高める経営によるサービス産業の生産性向上を目指して──。
JCSIは日本最大級の顧客満足度調査です。

JCSI
日本版顧客満足度指数のご案内
Japanese Customer Satisfaction Index

JCSIの目的

お客様は毎日の生活の中で、
様々な業種の商品・サービスを評価し選択しています。
JCSIは、日本のサービス産業に
業種の垣根を越えた「気づき」を提供します。
食事をする、
洋服を買う、
旅行に行く、
スポーツジムに通う、携帯電話を使う ̶̶。
これらは、
企業の側から見れば異なる業種の出来事ですが、
お客様の中では業種間の垣根は、
さほど意識されてはいません。
自分にとってより満足できるもの、
自分の生活の中でより優先度の高いものを選んでいるだけです。
業種の垣根を越えて、
サービス産業全体を横断的に比較できる、
まったく新しい顧客満足度指数、
それが JCSI（Japanese Customer Satisfaction Index）です。
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※表中の業種名は、
JCSIが現在進めている
調査対象業種です。
（2013年度）

MESSAGE

JCSI に期待すること。
人口減少による国内経済の成熟化、モノ消費の減少の中で、サービス産業の役割がますま
す重要になってきています。品質が見えにくいという特性をもったサービス産業におい
ては、顧客目線での品質評価、すなわち顧客満足の「見える化」は重要課題です。

こ の 課 題 に 応 え る べ く、サ ー ビ ス 産 業 生 産 性 協 議 会 で は、日 本 版 顧 客 満 足 度 指 数

(JCSI) を開発し、その普及に取り組んでいます。業種・業態を横断的に比較しベンチマー
ク指標として活用できること、推奨意向やロイヤルティといった顧客満足から次の利用

に結び付く指標も捉えていることが特徴です。また、財務指標に代わる経営指標（KPI：
Key Perfomance Indicator) と し て 活 用 す る 企 業 も 現 れ て き ま し た。多 く の 企 業 が

JCSI を活用いただくことによって、顧客満足の実現に向けた質の高い競争が促進され、
サービス産業全体の生産性向上につながる羅針盤となることを期待しています。

サービス産業生産性協議会
代表幹事

秋草 直之
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1．JCSIって、何ですか？

JCSIの考え方

ある商品･サービスを購入･利用して、どのように感じたのか。
JCSIは、お客様の購買行動に共通する心の動きをモデル化し、
顧客満足の構造を把握できる指数を提供します。
JCSI の因果モデル

ネット環境など設備は
使いやすいね。

●顧客満足を中心とした各項目を指数化し、
各項目間の因果関係を分析します。
●

でも、ホテルマンの対応が
ぶっきらぼう。朝食も少し

は、各項目間の因果関係を示します。

品数が足りないかも。

全体的な品質評価

今度の出張、

あのホテルなら、

快適に泊まれるかな？

企業・ブランドへの期待

( 知覚品質 )

2

実際にサービスを利用したと
きの評価です。明確な評価を
行うときもあれば、漠然と何
となく良さそうという評価を
行うときもあります。

( 顧客期待 )

1

サービスを利用する前に、ほと
んどの場合、何らかの予想や期
待をしています。

コスト・パフォーマンス
( 知覚価値 )

これで 1泊 5000円なら、
お得だね。

ほかのホテルなら

もっと高いだろうし。

4
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ほ と ん ど の 場 合 、利 用 し た
サービスの質とコストを対比
して、価格に見合っているか
どうかを評価しています。

お客様が感じる「満足」とは感覚的・主観的なものであり、
それを業種横断的に比較・検討するには共通のモノサシによって指数化することが必要です。
また、
「満足」
「不満足」という評価に至るまでには様々な心の動きがあり、
顧客満足度を正しく測定するには、満足に関わる心理的な構造の全体を把握し、
それに沿った調査を行うことも重要です。
そこで、JCSIでは商品・サービスを購入・利用するときに共通する心の動きをモデル化し、
サービスの利用前から利用後までの全体を調査･分析します。
こうしたアプローチによって、
「なぜ満足したのか」
「そして、どう行動するのか」といった
因果関係を明らかにしていきます。

あの地域に出張に

行くなら、いいホテルがあるよ！

他者への推奨意向

値段の割には

いいサービスなんだ。

( クチコミ )

5
総合的な顧客満足

4

「満足かどうか」の判断は、1
回だけの利用ではなかなか把
握できません。利用したとき
にたまたま接客が良かったと
いう場合もあります。一般的
には一定期間・一定回数の利
用経験を踏まえて、
「満足した
かどうか」という評価を醸成
させています。

トータルでみれば、

まあまあ満足できる

サービスを受けた場合、
利用者
は「ここは良かった、ここは悪
かった」
と家族や仲間に伝えま
す。また、最近はSNSを利用し
てインターネットで発信する
ケースも増えてきました。

将来への再利用意向
( ロイヤルティ )

6

サービスに満足しても、
その次も
そのサービスを利用するとは限
りません。別の商品・サービスと
比較して、メリット・デメリット
を考えながら、
「次も使いたいか
どうか」
を決めています。

レベルかな。

次の出張でも、

あのホテルを使おうかな。

ポイントカードももらったし、
他のホテルで失敗するのも
いやだから。
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2．JCSIは、どんな調査ですか？

JCSI の調査内容

業種横断的に比較・検討できる満足度指数とするため
必要十分な質問内容、各業種共通の質問形式で調査を行います。
アンケート調査の質問例「シティホテルの場合」
●回答は 1〜10の中から選択する形式となっています。
＜例＞過去 1年間の利用経験を踏まえて、｢○○ホテル｣にどの程度満足していますか。
まったく満足していない

とても満足している

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

全体的な品質評価

※｢○○ホテル｣には、調査対象となる企業名・サービス名が入ります。
※ロイヤルティの回答のみ1〜7の中から選択する形式となっています。

( 知覚品質 )

2
企業・ブランドへの期待
( 顧客期待 )

1

6

Q. 設備、備品、サービス、従業員な
どの様々な点から見て、○○ホ
テルの総合的な質について、ど
れくらい期待していましたか。
Q. あなたの個人的な要望に対し
て、○○ホテルはどの程度、応
えてくれえると思っていまし
たか。
Q. 設備、備品、サービス、従業員な
ど様々な面から見て、シティホ
テルとして不可欠な機能がな
かったり、サービスが利用でき
なかったりすることが、○○ホ
テルでどの程度起きると思っ
ていましたか。

Japanese Customer Satisfaction Index

Q. 過去1年間にあなたが利用した
経験から判断して、○○ホテル
はどの程度優れていると思い
ますか。
Q. 過去 1年間の利用経験を振り
返 っ て 、○ ○ ホ テ ル の 施 設・
サービスはいつも問題なく安
心して利用できましたか。
Q. ○○ホテルはあなたご自身の
要望にどの程度応えています
か。
Q. 設備、備品、サービス、従業員な
ど様々な点から見て、シティホ
テルとして不可欠な機能がな
かったり、サービスが利用でき
なかったりしたことが○○ホ
テルでどれくらいありました
か。

コスト・パフォーマンス

3

( 知覚価値 )

Q. あなたが○○ホテルで支払っ
た金額を考えた場合、設備、備
品、サービス、従業員など様々
な点から見た○○ホテルの総
合的な質をどのように評価し
ますか。
Q. ○○ホテルの総合的な質を考
えた場合、あなたがかけた金額
や手間ひまに見合ってました
か。
Q. 他のシティホテルと比べて、○
○ホテルの方がお得感があり
ましたか。

ここで紹介している質問事項は、
「シティホテル」を対象とした JCSIのアンケート調査票の一例です。
因果モデルの項目ごとに 3〜4問の質問を設定。
商品･サービスを購入・利用するときに共通する心の動きを、各業種ともほぼ同一の質問形式によって
調査することで、業種横断的な顧客満足度指数の抽出が可能となります。

他者への推奨意向

5

( クチコミ )

Ｑ．あなたは、○○ホテルについて友
人や知人と話す際、以下の点を好
ましい話題としますか、それとも
好ましくない話題として話そう
と思いますか。
１．立地、外観、格式、レイアウト等
２．各設備（客室・レストラン等）の備
品、器具等
３．情報提供やサービスパッケージ等
４．従業員や窓口の対応

総合的な顧客満足

4

Ｑ．過去 1年間の利用経験を踏ま
えて、○○ホテルにどの程度満
足していますか。
Ｑ．過去 1年を振り返って、○○ホ
テルを選んだことは、あなたに
とって良い選択だったと思い
ますか。
Ｑ．○○ホテルは、あなたの生活を
豊かにすることに、どの程度役
立っていると思いますか。

将来への再利用意向
( ロイヤルティ )

6

Ｑ．今後 1年間で、これまでよりも
幅広い目的で利用したい。
Ｑ．次回、シティホテルを利用する
場合、このホテルを第一候補に
すると思う。
Ｑ．これから 1年間に今までより
頻繁に利用したい。
Ｑ．これからも○○ホテル利用し
続けたい。
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顧客満足度の
業種横断比較

気づき

1

3．JCSIで、どんなことがわかりますか？

お客様のニーズが多様化したこの時代、

業種内で競い合っているだけで十分でしょうか。

他の業種から学ぶことで、きっと新たな発見があります。

お客様の満足度を知ることは、事業を展開していく上で極めて大切です。
そのために、自社で実施する顧客満足度調査は貴重なデータとなるでしょう。
しかし、今、重要なのはあなたの会社の顧客満足度がサービス産業全体で
どのレベルにあるかという、もう 1つの視点をもつこと。
例えば、業種内で顧客満足度 1位だとしても、他の業種と比べれば低いこともあるはずです。
業種内だけを見ているのでは、
「井の中の蛙」になりかねません。
また、他の業種の企業をお手本にし、学ぶことで、サービスや商品の付加価値を高める
ヒントを得られることもあるでしょう。
お客様による選別が厳しくなった今だからこそ、サービス産業全体を意識する必要があります。

顧客満足度のレベルを、業種横断で
比較できる指数として提示します。

他の業種の優良企業を、目指すべき
企業像として設定できます。

自社の顧客満足度が業種の中でどの位置にあるのか、他業

JCSIの顧客満足度指数は、業種横断的に比較できるため、

種の企業と比べてどのレベルにあるのか。JCSIは、顧客満

他業種の顧客満足度の高い優良企業をベンチマークの対

足度からみた自社・自業種のポジションを客観的に比較で

象として設定できます。

きる指数として提示します。

商品・サービスを購入・利用する心の
動きも「見える化」します。

JCSIを新たに経営目標として
活用できます。

JCSIは満足度という単一の指数だけではなく、因果モデル

JCSIは一時的な人気投票ではなく、毎年の継続的な調査に

の各項目 (顧客期待、知覚品質、知覚価値、推奨意向、ロイヤ

より、
「一定期間の利用経験に基づいた満足度」を指数化し

ルティ)も指数化。これらの指数も、業種内、業種間で比較・

ます。したがって、従来からの経営目標である売上高、利益

検討することができます。

額、市場シェアなどに加え、お客様からの評価を表す新た
な経営目標として活用することができます。
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［事例①］
顧客満足度指数の業種別分布
4つの業種の顧客満足度指数 (0〜100点で得点化 )の分布状況を示したグラフです。
この図からは、自社および自業種の顧客満足度が他業種と比較してどのレベルにあるのかを把握できます。
個別企業の満足度指数

85.0

満足度指数の中央値

自業種内での比較

80.0

75.0

70.0

業種横断的な比較

65.0

60.0

55.0

ビジネスホテル

シティホテル

国内交通

国際航空

知覚品質

推奨意向

全体的な
品質評価

顧客期待

クチコミ

ロイヤルティ

顧客満足

企業ブランド
への期待

携帯電話

将来への
再利用意向

知覚価値
コスト・

パフォーマンス

業種間企業比較
●スターフライヤー（国内交通 2012年度1位）と
シンガポール航空（国際航空 2012年度1位）

●リッチモンドホテル（ビジネスホテル 2012年度1位）と
帝国ホテル（シティホテル 2012年度1位）

90.0

90.0

スターフライヤー
（国内便）
シンガポール航空

リッチモンドホテル
帝国ホテル

85.0
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75.0

75.0
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70.0

65.0
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60.0

顧客期待

知覚品質

知覚価値

顧客満足

推奨意向

ロイヤルティ

60.0

顧客期待

知覚品質

知覚価値

顧客満足

推奨意向

ロイヤルティ
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顧客満足度に
関する因果関係

気づき

2

お客様は商品・サービスのどこを評価し、
その結果どう行動するのか。

JCSIは、これらの「因果関係」を明らかにします。

あなたの会社の商品・サービスを購入･利用したお客様は、どこを評価したのでしょう。
実際の商品の良さや感じのいいサービスに満足を感じたのでしょうか。
その後、お客様は周りの人に商品を勧めたり、次も同じサービスを利用しようと思うのでしょうか。
実は、お客様のこうした満足の中身と行動の因果関係は、業種ごとに大きく異なります。

業種ごとに、満足度に関する因果関係の強弱が明らかになります。
因果モデルの各項目と「総合的な顧客満足」の関係の強弱は
業種ごとに異なります。例えば、サービスの品質が満足に強
い影響を与える業種もあれば、コストパフォーマンスが最も

判を周りに伝える業種もあれば、そのまま次の利用に結びつ
かない業種もあります。このように、JCSIでは、各業種ごと
にお客様が重視する点や評価ポイントなどが抽出されます。

満足に結びつく業種もあります。満足した結果、積極的に評

［事例②］
他業種より影響が強い

他業種と同等の影響である

※実際の因果関係の強弱は、パス係数という統計的な指数で示されます。

他業種より影響が少ない

百貨店における因果モデル

継続的な利用意向「顧客満足」から「ロイヤ
ルティ」への影響が他業種より弱く、単に満

知覚品質

顧客期待

用者が少ないことを示します。

クチコミ

ロイヤルティ

顧客満足

企業ブランド
への期待

足しただけでは継続的に利用してくれる利

推奨意向

全体的な
品質評価

将来への
再利用意向

「顧客期待」と「知覚価値｣の間の影響が他業
種より強く、企業ブランドや安心感が価値
評価や利用時の満足にも影響していること

知覚価値

を示します。

コスト・
パフォーマンス

国際航空における因果モデル
知覚品質

推奨意向

全体的な
品質評価

顧客期待

クチコミ

顧客満足

企業ブランド
への期待

ロイヤルティ
将来への
再利用意向

この業種では、
「知覚品質」と「知覚価値」に
強い関連があり、サービスが価格に見合っ

知覚価値
コスト・

パフォーマンス
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ているかどうかの吟味を厳しく行っている
ことを示しています。

気づき

3

サービス品質に関する独自の

調査・分析により、
「満足」
「不満足」の
要因がより具体的にわかります。

お客様が「満足」
「不満足」という判断を下すまでには、様々なプロセスがあります。
満足を決めたのは、使い勝手なのか、接客態度なのか、アフターサービスなのか。
JCSIでは、その要因を探るため、より詳細な調査・分析を進めています。

サービス品質を利用プロセスごとに評価・分析する SQI
にわけて調査を実施、JCSI独自の SQI(Service Quality

「知覚品質」の中のどのような評価が満足に結びついたのか

Index:サービス品質評価 )は、サービス品質のより詳細な指

を把握するには、さらに細やかな分析が必要となります。そ

数を提示します。

こで、サービスプロセスを「事前の提案力」
「 利用しやすさ」
「顧客接点の対応力」
「 商品魅力度」
「 事後の問題解決力」など
ここをさらに詳しく分析

知覚品質

推奨意向

全体的な
品質評価

クチコミ

顧客期待

顧客満足

企業ブランド
への期待

ロイヤルティ
将来への
再利用意向

知覚価値
コスト・
パフォーマンス

SQIの内訳 (一例)
購入･利用前

事前の提案力

購入･利用

利用しやすさ

購入･利用後

顧客接点の対応力

質

問

事

項

商品魅力度

例

◆広告に知りたい情報

◆安心して利用できる。

◆困っているとすぐに

◆来店前に必要な情報

◆マイペースで利用可

◆店員が的確に提案。

が掲載されている。
を得られる。

◆清潔感がある。
能。

◆居心地が良い。

◆移動しやすいレイア
ウト

◆すぐに使いこなせた。
◆欲しいものがどこに

あるかわかりやすい。

◆器具類が使いやすい。

事後の問題解決力

対応。

◆店員が的確なタイミ
ングで接客。

◆店員が礼儀正しい。

◆店員がわかりやすく
説明。

◆購入時に要望を聞く。

◆ぜひ購入・利用したい
特色ある商品・サービ
スがある。

◆ついでに購入・利用し
たい商品・サービスが
ある。

◆ゆくゆく購入・利用し

たいサービスがある。

◆購入･利用後の問題の
自分での解決方法を
知っている。

◆購入･利用後の問題の
問い合わせ先を知っ
ている。

◆アフターサービス体
制を信頼できる。

◆初めて見聞きする発
見がある。

Japanese Customer Satisfaction Index
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4．JCSIは、誰に調査していますか？

調査対象の
抽出方法

信頼できるデータを提供するため JCSIでは
調査上の様々な工夫を行っています。
年齢別人口構成に沿って
調査モニターを抽出。

サービス利用経験のあるモニターから
一定の回答数を確保。

JCSIではインターネット調査を活用しています。一般にイ

調査モニターの中から対象となる企業やサービスの利用

ンターネット調査のモニターは 30歳〜 40歳代の比率が

経験についての質問を行い、利用経験者のみに無作為抽

多いため、日本の年齢別人口構成に沿って調査モニターを

出でアンケート調査を依頼。CSI算出に必要かつ統計的

選択し、偏りのないデータを収集します。

な精度を確保できるだけの回答数 (一企業当たり300サ

回答が偏らないよう、
一人の方は一社のみの質問。

ン プ ル ) を 収 集 し ま す 。こ う し た 工 夫 に よ っ て 、ヘ ビ ー
ユーザーに偏ることなく、バランス良く評価を確認する
ことができます。

何度も同じような質問に答えることで回答が偏ったりす
ることがないよう、一回の調査では一人の方に一社のみの
回答を依頼しています。

日本の人口構成に準拠

*日本の世代別人口構成図 /2005年国勢調査(総務省)より

JCSIの

分析手法

満足の因果関係を調べるために
「共分散構造分析」という手法を用いています。

「共分散構造分析」とは、様々な現象間の因果関係を調べるた
めの統計的な手法の 1つです。例えば、
「アンケート設問に対
する回答結果」という直接観測された数値 (観測変数)から、
「利用前の予想・期待」や「利用した際の品質評価」といったそ
れ自体は直接には観測できない数値 (潜在変数)を導き出し、

12
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これらと「顧客満足度｣などの他の潜在変数との因果関係の
強さがどうなっているかを検証していきます。それによっ
て、様々な業界・企業のサービスに対する満足という体験を、
JCSIの因果モデルという共通の 土俵 の上で、多角的に評
価・比較することを可能にしています。

JCSI の

開発体制

5．JCSIは、どこが開発していますか？

学問的なアプローチと企業現場の意見を反映した

「現場で活用できる CSI」を開発するための布陣。
経 済 産 業 省
サービス産業生産性協議会
CSI委員会
座長 ： 小川孔輔氏（法政大学経営大学院・教授）

主査 ： 小野譲司氏（明治学院大学経済学部・准教授）
CSI開発ワーキンググループ
朝野 煕彦氏

首都大学東京大学院社会科学研究科・教授

酒井 麻衣子氏

CSI企業アドバイザーグループ
イオンリテール株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
株式会社ジェイシービー

多摩大学経営情報学部・准教授

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

鈴木 督久氏

株式会社千趣会

株式会社日経リサーチ取締役
早稲田大学/筑波大学大学院・非常勤講師

セントラルスポーツ株式会社

藤川 佳則氏

全日本空輸株式会社

南 知恵子氏

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

一橋大学大学院国際企業戦略研究科・准教授
神戸大学大学院経営学研究科・教授

余田 拓郎氏

慶應義塾大学大学院経営管理研究科・教授

株式会社日本航空インターナショナル
株式会社良品計画
株式会社ロイヤルパークホテル

外 部 調 査 企 業 等
(平成 21年 3月時点)

CSI委員会座長・主査からのメッセージ
製造業で実施されている
「品質改善サイクル」
を
サービス業で普及させるために。

JCSIは単なる格付けではなく、
顧客満足の構造を解き明かす
「診断システム」
です。

サービス業は、日本が海外に比べて「比較劣位」にある産業部門
であると言われています。JCSIは、そうした状況に危機感を抱
いた政府が、サービス業の生産性を高める手段として考えた生
産性向上のための基準尺度です。もともと米国 (ミシガン州 )
で開発が進んでいたモデルでしたが 2007年に日本でも「開発
作業部会 (開発 WG)」が組織されました。日本版顧客満足度指
数を実際に活用してもらうために、産業界の「アドバイザーグ
ループ (企業 AG)」とも連携をとって、JCSIの定着について検
討をしています。CSIを測定する究極の狙いは、製造業で実施
されている「品質改善のサイクル」を、サービス業においても普
及させることです。2009年から業種
別にスコアが公表され、JCSIを経営の
KPIとして活用する企業も次々と出始
めています。

JCSIは、特定企業のサービスを格付けするための単なる数値で
はありません。JCSIは、顧客満足を基軸にして顧客期待、知覚品
質、知覚価値、推奨意向、ロイヤルティといった複数の指標を用い
て、顧客視点でサービスの優秀さを多面的・定量的に測り、その奥
底に潜む構造を解き明かす診断システムです。このシステムに
よって、顧客満足やロイヤルティといった産業界が直面する挑戦
課題について、業種間、業態間、事業所間、地域間、顧客セグメント
間などの横断的な比較分析を行う上での重要な材料となるで
しょう。また、毎年実施される顧客満足度調査を積み重ねること
で、特定の企業や業種の顧客満足が、中長期的にみてどのように、
なぜ変化しているかを時系列的に検証
する材料にもなるでしょう。何より、
JCSIのシステムと知見がきっかけとな
り、日本のサービスの生産性やそのあり
方についての議論や取り組みが活性化
することを期待しています。

小川 孔輔 氏
CSI委員会座長
法政大学経営大学院・教授

小野 譲司 氏
CSI委員会主査
明治学院大学経済学部・准教授
（現・青山学院大学経営学部・教授）
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JCSI に関する
Q&A

6．JCSIを、もっと知りたい

JCSIに関する様々な質問にお答えします。
Q.1

JCSIの調査は信頼できるものですか？

A.1

JCSIは、サービス産業生産性協議会が日本のサービス産業におけるデファクトスタンダードと
なり得る顧客満足度指数を確立するために開発されたものです。極めて公共性の高い調査のた
め、開発・運用においては経済産業省の支援のもと、学識経験者、産業界を代表する企業のご担
当にご参画いただくとともに、実際の調査に当たってはインターネット調査会社など信頼でき
るパートナー企業との協同のもと、すべての手法・プロセスにわたって可能な限りの客観性・信
頼性を担保できるよう留意しています。

Q.2

JCSIは、個別企業の顧客満足度調査や
マスコミのブランド調査とどこが違うのですか？

A.2

JCSIの開発は、サービス産業生産性協議会という第三者機関が、サービス産業全般にわたって
比較できる顧客満足度指数を確立することを目的としています。したがって、個別企業の顧客
満足度調査やマスコミの人気ランキング調査とは次の点が異なります。
①調査対象者を、実際のサービスの購入･利用経験のある幅広い層に設定していること
②調査の結果わかることが、瞬間的な満足度や企業イメージではなく、1年程度の利用経験に
基づいた満足度評価であること
③調査結果は 6つの指標による多面的なものであり、業種横断的に分析・比較できるため、経営
目標として活用できること

Q.3

サービス業における生産性向上と顧客満足度には
どのような関係があるのですか？

A.3

一般に「生産性向上」というと、コスト削減や作業時間の短縮などの「効率性の向上」に目が向き
がちですが、新しいビジネスを創出したり、顧客の満足度を高めてリピート利用率を上げたり
するなどの「付加価値の向上」も生産性向上のための取り組みとして重要です。顧客満足度を高
めるための他社との差別化戦略は、利益を度外視した値下げ競争を避け、サービス内容に見
合った価格設定やブランド価値の向上に向けた取り組みを促すなどの効果も期待されます。

Q.4

ニッチな産業分野や規模の小さな業種は調査されるのですか？

A.4

JCSIが調査を行う対象業種としては、当面は日本経済への影響が大きいと思われるサービス業
界を対象とすることを想定しています。また、規模があまり大きくない業種や企業では、統計的
な精度を確保できるだけの調査サンプル数を集めることが物理的に難しいという側面もあり
ます。ただし、将来的には個別の業種や企業のニーズに応じて、規模の小さなサービス業種も調
査対象とできるよう運用体制を検討したいと考えています。
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Q.5

調査結果の公表はどのようになされるのですか？

A.5

毎年継続的に３０数種の業種について上位企業の調査結果データを公表しています。国内に一
定数以上の利用者がいると思われる企業・ブランドを業種単位で選出（主なベースは売上高）し
ています。
顧客の評価を起点とした業種を超えた競争を促すことで、より高い付加価値や顧客満足を高め
る経営が日本全体に広がり、日本企業の成長と国際競争力の強化に役立つことを狙いとしてい
ます。

Q.6

海外の CSIはどのような形で行われているのですか？

A.6

米国ではミシガン大学が四半期ごとに ACSI(American Customer Satisfaction Index:
米国顧客満足度指数)を調査・発表しています。この調査は、非耐久財 (食品加工、ソフトドリ
ンク、衣料など)、耐久財(自動車、パソコンなど)、小売業(スーパーマーケット、ガソリンスタ
ンドなど )から、情報、金融・保険、公的サービスまで、47業界・200社以上の企業と連邦政
府 を 対 象 に 行 わ れ て い ま す 。ま た 韓 国 で も 米 国 同 様 、 1 0 年 以 上 前 か ら 顧 客 満 足 度 指 数
（NCSI）を調査・公開しています。

Q.7

JCSIは消費者にとってはどのようなメリットがあるのですか？

A.7

JCSIはお客様の声に耳を傾けることで、企業の提供する商品・サービスの質を高めることを目
指しています。したがって、JCSIが普及し、サービス産業全体のイノベーションが進めば、消費
者の方にとっても商品・サービスを購入・利用する際の満足度向上につながります。また、企業
名も付いた形でのデータ公表も進めていますので、消費者の方にとっては、商品・サービスを選
択する際に大いに参考になるでしょう。

Japanese Customer Satisfaction Index

15

サービス産業生産性協議会とは
｢サービス産業生産性協議会
（Service Productivity & Innovation

主的な取組の支援などを通じて、
サービス産業のイノベーションと

for Growth :SPRING）
｣は、
サービス産業の生産性向上を実現する、

生産性の向上を通じたダイナミックな成長を支援することを目指

産学官のプラットフォームです。サービス産業は多様であり、抱え

します。

る課題も様々です。当協議会は、生産性向上に役立つ経営革新ツー

特に、
サービス産業の優れた取組
「ベストプラクティス」
の収集と普及

ルなどの情報提供、
知識共有のための
「場づくり」
や業界・企業の自

を通じて、
サービス産業の発展を支援することに力を入れています。

サービス産業生産性協議会 事務局

〒150-8307 東京都渋谷区渋谷3-1-1 日本生産性本部内

TEL. 03-3409-1189 FAX. 03-3409-1187
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