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サービス産業において、サービスを提供する主体である“人”をめぐる課題対応が急務となっている。 本連
載ではサービス産業の生産性向上に寄与する業務基準書にクローズアップし、業務仕組み化の理論と支援
ツールを全 6 回にわたって紹介する。
要です。
「生産性の向上」を目指すこ
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ったマニュアル」を構築し、無印良品
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に占めるサービス産業（広義の第3次

上に向けた取り組みの障壁が多いこと

「MUJIGRAM」について深く考察し、
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も事実です。例えば、人材の流動や育

他企業・他業種でも応用できるような

達しています。しかし、サービス産業

成の問題、顧客ニーズが多様で変化が

汎用性を高めることを目指しています。
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1「仕組み化」によるサービス
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「仕組み化」はスパイ
ラルアップ構造を有しているので、現
状をそのまま仕組みにするのではなく、
仕組み化のプロセスを経て良い仕組み

改善後の
業務
仕組みの
良さ

を構築することが求められます。

2 可視化・標準化に
基づく
「仕組み化」
支援ツール
サービス産業における業務は、顧客
との接点が多いことが特徴です。一人
一人の顧客のさまざまな要望ニーズを
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図表②

仕組み化プロセスと支援ツール
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