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Ⅰ　研究の背景

1. サービス化の進展

サービス産業は、今や日本経済の 7 割近く（GDP、就業者数ベース）を占める非常に

重要な産業である。加えて、今後もサービス産業の重要性の高まりと、一層の市場拡大が

見込まれている。

2. 企業経営との関係

「顧客ニーズ」に応える高品質な製品やサービスは高い「顧客満足」を生み、高い顧客

満足は「顧客ロイヤルティ」の向上につながり、高い顧客ロイヤリルティは「顧客維持」

や「他の顧客への推奨効果」をもたらすといわれている。そして多くの顧客の場合、顧客

満足は企業からの様々な提供要素が複合的に絡んで形成される。つまり、企業の提供要素

と顧客満足の間には品質という概念が存在すると考えてよい。しかし、企業がいくら高品

質の製品・サービスを作ったとしても、顧客は必ずしもこの製品を高品質であると認識す

るわけではない。ここで問題になるのは顧客による主観的な品質（知覚品質）であり、最

近重要になってきているのは「サービスの品質」である。

モノを購入するときのポイントは、以前はモノそのものの「所有」や「機能」が重要で

あったが、競合各社の水準が横並びに達すると、「フォローの良さ」「トラブル時の対応の

早さ」等に評価のウエイトが移っている。つまり、現在は「モノ」が目的としてよりも手

段としての重みを増しており、「サービス品質」が重要になっている。

Ⅱ　研究の動機と課題

企業や団体が提供する製品・サービスに関するコンサルティングや調査に携わった際に

感じることがあった。多大な費用や時間等を投入して行うアンケート調査において、質問

サービスの品質を決定する要因とその影響力について

美容室・理容室が提供するサービスを例として

上 原 裕 紀 子
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項目の検討を深めることで、実務においてより有用性が高い結果を導き出すことができる

のではないか、ということである。具体的には、製品・サービスの品質を測定する際に、

品質への影響力が大きい要因を見つける質問項目とはどのようなものなのかを探りたいと

考えた。

Ⅲ　先行研究のレビュー

1. サービスの特徴と評価の困難性

サービス品質の評価は、モノ製品の品質評価に比べて、サービス固有の特徴からくる困

難性が存在する。これらの特徴が客観的な評価を困難にしている。

サービスの特徴は無形性の他に、取引の同時性（在庫としてためておくことはできな

い）、品質の不確実性（モノを提供する場合に比べて、人が提供するサービスは品質に変

動が大きく不安定になりがち）、取引の不可逆性がある。

つまり、消費者は、予想されるサービスの結果が得られるという暗黙の「約束」に基づ

いて購入を決定していることになる。そして、サービスの質についての判断は、結局消費

者にしかわからない。サービス提供者のできることは、消費者の高い評価が得られるよう

なサービス生産の仕組みを用意し、現場の運営に細心の努力を払うこととなってくる。

2. SERVQUAL とは

SERVQUAL とはサービス（Service）と品質（Quality）を組み合わせた造語で、サー

ビスの品質を測定するための尺度のひとつである。この尺度はアメリカの A. パラスラマ

ン、V. ザイタムル、L. L. ベリーの 3 人が 1988 年に提唱し、その後修正が加えられてい

る。5 つの要素（後述）の加重和によって各サービスを総合的に評価するというものであ

る。

ギャップ理論に基づく調査法・統計的分析により作られた。ギャップ理論とは、サービ

スに対する顧客の数値化された「（事前の）期待」と「実際の経験（事後）」とを比較する

ことによって、そのサービスの品質を測定する方法をいう。

 Q=P − E　　（Quality：品質 =Performance：実績− Expectation：期待）
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図表 1　SERVQUAL の 5 つのサービス品質次元

　　SERVQUAL の 5 つのサービス品質次元
1 信頼性（assurance） 期待した結果が実際に提供されたか。約束したサービスをいつでも同じよ

うに供給することについてこの企業をあてにできるか判断する品質。
2 対応性（responsiveness） サービス提供のスピードと意欲。企業の従業員は、迅速なサービスの手助

けをしたり、提供することができるか判断する品質。
3 確実性（assurance） サービスの遂行に必要な技能と知識（資格）、顧客への丁寧さ、尊敬、配

慮、近親感（礼儀）危険、リスク、疑念を抱かないですむ（安全性）、信
じるに足る人・組織かどうか、正直さ（信用度）など期待する結果が得ら
れるであろうという予想についての確信。企業従業員は、知識豊富で礼儀
正しく、信頼に足る存在であるか判断する品質。

4 共感性（empathy） 近づきやすさ、接触のしやすさ（アクセス）、情報提供と顧客の意見の聴
取（コミュニケーション）、顧客のニーズを知ろうとする努力（顧客の理解）
など顧客のニーズに対する敏感さ。企業は顧客への気遣いや顧客ごとの
注意を払っているか判断する品質。

5 有形性（tangibles） 物的施設・設備の内容・接客員の外見・パンフレットなどのコミュニケーショ
ンツールがサービスにふさわしいものか判断する品質。

出所：UFJ Institute REPORT 2004. 9  Vol. 9  No. 4  顧客満足と企業変革その手法 p. 22 を参考に

3. SERVQUAL の 5 つの次元

SERVQUAL によるサービスの品質の 5 つの次元とは、①信頼性（約束されたサービス

が確実に提供されているか）②対応性（顧客を積極的に助け、迅速にサービスしている

か）③確実性（従業員が専門知識を持ち、信頼できるか）④共感性（顧客個人への関心や

配慮が行き届いているか）⑤有形性（設備・施設など物的なサービスはどうか）とされて

いる。（図表 1 を参照）

5 つの要素のうち、「信頼性」は、顧客のサービス品質判断の最も重要な要素であると

考えられている。これは他の 4 つの要素が良好であっても、信頼性を欠くサービスは結局

劣ったサービスだからである。

4. SERVQUAL に関する議論

SERVQUAL が開発されてから約 20 年以上が経過した。その間パラスラマンらによる

修正や多くの議論が行われてきた。議論の内容は、主に理論面と運用面に分けられるが、

主なものは以下のとおりである 1。

1  Francis Buttle（1996），p. 10
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（1）理論面

①ギャップモデルについて：

 顧客が知覚（P）と期待（E）の差をきちんと評価できるのかという問題。

②次元性について：

 SERVQUAL を構成する 5 つの次元は普遍的ではなく、次元間にかなりの相関がみ

られる。（因子分析により作成されたため）

③品質情報の網羅性について：

 価格に関する情報を含んでいない。消費者の購買意思決定に必要な情報としては、

「サービスそのものの質」以外にも必要な情報がある。（価格、アクセス等）

（2）運用面

①期待について：

 期待（Expectation）という言葉には多様な意味があり、実際のサービス品質を測

ることはできない。

 ②真実の瞬間について：

 サービスの品質は非常に短い時間で決まってしまうこともあり、アンケート調査で

把握できるものなのか。

③質問項目の構成について：

 4 〜 5 個の質問項目で、各次元内の妥当性をとらえることはできない。

 ④逆転項目について：

 尺度での質問項目の逆転は回答ミスの原因となる。

⑤尺度の段階数について：

 7 段階のライカート尺度は無効である。

⑥ 2 回の測定について :

 2 回の測定は退屈かつまぎらわしい。

5. SERVQUAL の適用

このような議論はあるが、SERVQUAL はいろいろな分野に適用されている 2。

例えば、レストラン向け DINESERV、ホテル向け LODGSERV、図書館向け LibQUAL、

インターネット向け E- SERVQUAL3 などに、業種に合わせて質問項目を改良して適用さ

れている。

そして、測定されたサービス品質は、コスト・利益・顧客満足・顧客維持・推奨との関

係企業が明らかにされつつあり、企業のマーケティングや財務業績のドライバーとして注

目されている。

2  Francis Buttle（1996），p. 8
3  http://blog.goo.ne.jp/mmatu1964/e/d67a7fec06c0d2347b72683a2dc722b2
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6. SERVPERF とは 4

SERVPERF（service performance） は、SERVQUAL と 同 様、 サ ー ビ ス の 品 質 を

測定するための尺度のひとつである。1992 年にクローニンとテイラーが開発した。

SERVQUAL が「（事前の）期待」と「実際の経験（事後）」の差をとるのに対して、

SERVPERF は実際の経験（事後）のみを使用してサービス品質を測定する。彼らは、

SERVPERF が SERVQUAL と比べてより良い予測指標であることを実証的に示した 5。

また、2007 年に F.A キャリラらが発表した SERVPERF と SERVQUAL との比較にお

いて、以下の点が示されている 6。

① 全体的サービス品質（OSQ）に関して同等の予測性をもつ。

② ともに業種による尺度変更が必要である。

Ⅳ　研究の目的

製品・サービスの品質を測定する際に、品質への影響力が大きい要因を見つける質問項

目とはどのようなものなのかを探る、という研究課題を受け、本研究の目的を設定した。

研究の目的は、異なる尺度（測定項目）で同じ対象に質問にした場合に反応がどのよう

に変るのかを調査することとした。異なる尺度（測定項目）とは、異なる質問文（尋ね

方）のことをさす。

どのように質問すれば、品質に影響の大きいサービスの要素を抽出できるのか、につい

て検討を試みた。

Ⅴ　研究の概要と方法

1. 美容室・理容室を取り上げた理由

①安定的な背景をもった成熟市場であり、品質評価基準も安定していると考えられ、②

多くの人が日常的な利用経験をもち、データ収集が比較的容易であるためである。

4  Francois A. Carrillat, Fernando Jaramillo, Jay P.Mulki（2007），p. 472-475
5  Francois A. Carrillat, Fernando Jaramillo, Jay P.Mulki（2007），p. 475
6  Francois A. Carrillat, Fernando Jaramillo, Jay P.Mulki（2007），p. 472
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2. 比較に用いた 2 つの尺度

比較に用いた 2 種類の尺度（測定項目）は次の通りであり、①、②ともに「事後のみ」

の評価を用いた。

① Zeithaml and Bitner による 「SERVQUAL」（1996）の基本的測定項目をもとに作成

した測定項目とし「事後のみ」を評価した。多様な業種に対応可能な表現となってい

る。（以下「SERVPERF 尺度」）

②「サービスの全体的品質の評価項目」（近藤 1996）を基本とし、美容室に関する調

査（参考文献参照）及び筆者によるインタビュー（10 名）を参考に作成した測定項

目。業種特有の機能に対応する表現を用いた。（以下「機能別尺度」）なお、「機能別

尺度」については、美容室・理容室ごとに各業務内容に対応させて質問文を一部変更

している。

3. 「理美容サービスの総合評価」と他概念の関係

測定項目と関連する概念の関係は図表 2 のように想定した。

部分が測定項目
（　）内は項目数

SERVPERF
尺度（19）

機能別尺度
（美容室）
（27）＋（2）

総合満足度 推奨意向

対理想

信頼性（4）
対応性（3）
確実性（3）
共感性（4）
有形性（5） 対最低水準

総合満足度
（美容室）

総合満足度
（理容室）機能別尺度

（理容室）
（27）＋（2）

SERVQUAL
の 5次元

尺度 品質 総合評価 ロイヤルティ
（態度）

〈「理美容サービスの総合評価」と他概念の関係〉

図表 2

○尺度→品質（の 5 要素）→総合評価→推奨意向　という流れを想定している。（測定

項目は①尺度（3 種類）、②総合評価（5 種類）、③推奨意向（1 種類）となっている。）
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4. アンケート調査の内容

○質問票

 「機能別尺度」については、美容室・理容室それぞれの業務内容・品質測定に合わせ

た表現となるよう若干修正し、2 項目を追加した。

〇評価

 「事後」の知覚評価のみとした。（SERVPERF と同様の形式）

○尺度

 測定項目の評価尺度は「全くあてはまらない」から「非常にそう思う」までの 7 点尺

度を用い、間隔尺度として分析した。

 また、総合評価としての 3 つの項目等は以下のように測定した。

 ・総合満足度（「SERVPERF 尺度」及び「機能別尺度」）：7 点尺度

 ・理想とする水準との比較 :「低い」から「高い」までの 7 点尺度

 ・許容できる最低水準との比較 :「低い」から「高い」までの 7 点尺度

 ・自分のヘアスタイルに関する関与の度合い：

  「こだわりがある」から「こだわりはない」までの 5 点尺度

○サンプリング

 電子メールを中心に郵送・手渡しで実施した。関西学院大学専門職大学院の在学生を

中心とする 142 名（男 93 名、女 48 名）から協力を得た。年齢は 30 代（44%）およ

び 40 代（35%）が中心となっており、職業は会社員 61%、主婦 17%、自営 9%等と

なっている。また、美容室を主に利用する者が 77 名（54%）理容室を主に利用する

ものが 65 名（46%）となった。

5. 分析の手順

以下の（1）から（7）の順に分析を行った。（図表 3 を参照）

（1）SERVPERF 尺度の信頼性

（2）SERVPERF 尺度の収束妥当性

（3）SERVPERF 尺度の弁別妥当性

（4）SERVPERF 尺度による総合評価の因子構造

（5）3 つの総合満足度の関係

（6）総合満足度の予測

（7）推奨意向と総合評価の関係の強さ
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部分が測定項目
（　）内は項目数

SERVPERF
尺度（19）

機能別尺度
（美容室）
（27）＋（2）

総合満足度 推奨意向

対理想

信頼性（4）
対応性（3）
確実性（3）
共感性（4）
有形性（5） 対最低水準

総合満足度
（美容室）

総合満足度
（理容室）機能別尺度

（理容室）
（27）＋（2）

SERVQUAL
の 5次元

尺度 品質 総合評価 ロイヤルティ
（態度）

〈「理美容サービスの総合評価」と他概念の関係〉

4. 因子構造の
   確認と比較

5.３つの満足
  度の関係

1. 信頼性

2. 収束妥当性

3. 弁別妥当性

6. 総合満足度の予測

図表 3

Ⅵ　分析の結果

1. 各測定項目の値の分布の状況

○「SERVPERF 尺度」

 SERVQUAL の 5 次元のうちの有形性に関する項目は正規分布との近似性が高かっ

た。正規分布との近似性が低かった測定項目は、「時間を告知」「気遣い（スタッフ）」

「理想とする水準との比較」「推奨意向」の 4 項目であった。

○「機能別尺度（美容室）」

 正規分布との近似性が低かった測定項目は、「問題対応」「立地」「予約なしで行け

る」「指名できる」の 4 項目であった。

○「機能別尺度（理容室）」

 正規分布との近似性が低かった測定項目は、「人数」「待ち時間短縮」「営業時間」「料

金のわかりやすさ」「パンフレット」「予約なしで行ける」「指名できる」「お得感」

「価格表示の分かりやすさ」「ヘアスタイルへの関与」の 10 項目であった。

2. SERVPERF 尺度の信頼性

測定の信頼性（reliability）とは、測定が常に一貫した結果を導くかどうかを意味する。
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「SERVPERF 尺度」の 19 項目は、「SERVQUAL」(1996) の基本的測定項目をもとに作成

した測定項目であり、 各測定項目は「SERVQUAL」におけるサービス品質の 5 次元（信

頼性、対応性、確実性、共感性、有形性）に対応するように作成されている。本調査での

測定項目の値が各被験者において一貫している程度（信頼性）を示す「クロンバックの

α」は以下のようになった。

クロンバックのα

信頼性 0.701
対応性 0.654
確実性 0.900
共感性 0.909
有形性 0.814

信頼性・対応性の値は信頼性の目安とされる 0.8 未満となり、SERVPERF 尺度の信頼

性には若干問題がある結果となった。

3. SERVPERF 尺度の収束妥当性

SERVPERF 尺度の収束妥当性は、時間に関する項目を除くと、比較的高い結果となっ

た。収束妥当性とは、一つの概念について複数の測定項目が用いられた場合に、似たよう

な結果にならなければならないということである。つまり、同一の構成概念を測定しよう

とする複数の測定項目の得点間には、それなりの高い相関があるべきということになる。

信頼性・対応性・確実性・共感性・有形性の 5 つの概念について、各概念を測定する項

目間の相関係数を求めると図表 4 〜 8 の通りとなった。（いずれも 1%水準で有意）

信頼性の評価項目である「時間を告知」と有形性の評価項目「便利な時間に提供」の時

間に関する項目を除くと、測定項目間の収束妥当性は比較的高いといえる。

図表 4　相関係数（信頼性）

S 約束を実行 S 正しい手順 S 時間内 S 時間を告知 s 信頼性
S 約束を実行 1.000 .698** .492** .278** .735**
S 正しい手順 1.000 .440** .240** .691**
S 時間内 1.000 .462** .795**
S 時間を告知 1.000 .760**
s 信頼性 1.000 
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図表 5　相関係数（対応性）

S すばやく提供 S 援助をいとわない Ｓ人数が十分 s 対応性
S すばやく提供 1.000 .402** .483** .774**
S 援助をいとわない 1.000 .317** .748**
Ｓ人数が十分 1.000 .799**
s 対応性 1.000 

図表 6　相関係数（確実性）

Ｓ信頼感を与える S 丁寧 S 知識 s 確実性
Ｓ信頼感を与える 1.000 .757** .750** .918**
S 丁寧 1.000 .753** .908**
S 知識 1.000 .916**
s 確実性 1.000 

図表 7　相関係数（共感性）

S 気遣い（会社） S 気遣い（スタッフ） S 興味をもてる S あなたのニーズ
　を理解

s 共感性

S 気遣い（会社） 1.000 .681** .660** .686** .842**
S 気遣い（スタッフ） 1.000 .738** .792** .913**
S 興味をもてる 1.000 .748** .884**
S あなたのニーズを理解 1.000 .908**
s 共感性 1.000 

図表 8　相関係数（有形性）

S 機器が近代的 S 設備がよい S スタッフの
　外見

S 写真や看板
　の見た目

S 便利な時間
　に提供

s 有形性

S 機器が近代的 1.000 .800** .589** .625** .184** .856**
S 設備がよい 1.000 .599** .635** .212** .874**
S スタッフの外見 1.000 .517** .193** .772**
S 写真や看板の見た目 1.000 .236** .801**
S 便利な時間に提供 1.000 .457**
s 有形性 1.000 
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4. SERVPERF 尺度の弁別妥当性

弁別妥当性とは、異なる構成概念間には、その測定結果についてもしかるべき差が見ら

れなければならないということである。 もし、異なる概念間の相関関係が非常に高けれ

ば、両者は別の概念というよりむしろ同じ概念ということになってしまう。 

「SERVQUAL」におけるサービス品質の 5 次元（信頼性、対応性、確実性、共感性、

有形性）ごとに、対応する各測定項目の合計得点を求め、各合計得点間の相関係数を求め

ると、図表 9 のようになった。（すべて 1%水準で有意）

図表 9　SERVQUAL5 次元間の相関係数

s 信頼性 s 対応性 s 確実性 s 共感性 s 有形性
s 信頼性 1.000 .503** .430** .537** .456**
s 対応性 1.000 .729** .532** .469**
s 確実性 1.000 .719** .490**
s 共感性 1.000 .485**
s 有形性 1.000 

「有形性」は他の 4 項目との相関係数がすべて 0.5 以下であるが、「確実性」と「対応

性」（0.729）、「確実性」と「共感性」（0.719）となった。

よって、本調査の測定項目においては「有形性」は他の次元との弁別性が比較的保たれ

ているが、「確実性」「対応性」「共感性」の 3 つの次元は概念として弁別されているとは

言えないと考えられる。つまり、全体的に弁別性は低い結果となった。

5. SERVPERF 尺度による総合評価の因子構造

SERVPERF 尺度による総合評価の因子構造を探るために、従属変数を総合満足度、独

立変数を SERVPERF 尺度の質問項目として、因子分析を行ったところ、結果は図表 10

のようになった。（因子間の相関を想定するプロマックス回転、共通性の低い因子を除去）

次 元 数 は 4 つ と な っ た。 有 形 性（ 第 2 因 子 ） と 信 頼 性（ 第 4 因 子 ） に つ い て

SERVQUAL の要素と項目が一致した。また、第 1 因子は共感性を中心として信頼性・対

応性に、第 3 因子は対応性と確実性に対応している。SERVQUAL 作成時に用いられたバ

リマックス回転（因子間の相関を想定しない）や、因子数を 5 つに指定した場合には因子

の解釈が困難となった。
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図表 10　SERVPERF 尺度による総合評価の因子分析

パターン行列 a

成分
1 2 3 4

S 気遣い（スタッフ）（共感性） .992 .060 -.224 -.095
Ｓあなたのニーズを理解（共感） .847 . 126 -.110 .048
S 約束を実行（信頼性） .841 -.083 -.153 .267
Ｓ興味をもてる（共感性） .840 . 128 -.095 .048
S 気遣い（会社）（共感性） .766 .034 .100 -. 174
S 援助をいとわない（対応性） .711 -.102 .148 .084
S 正しい手順（信頼性） .594 -.196 .127 .335
S 設備がよい（有形性） -.075 .888 .101 .052
S 機器が近代的（有形性） .008 .886 -.012 .093
S 写真や看板の見ため（有形性） .051 .794 -.066 . 136
S スタッフの外見（有形性） .282 .600 .128 -.064
Ｓ人数が十分（対応性） -.249 . 125 .849 .011
S すばやく提供（対応性） -. 107 -. 120 .824 .359
Ｓ信頼感を与える（確実性） .402 -.030 .616 -.093
S 知識（確実性） .465 .013 .547 -. 121
S 丁寧（確実性） .483 .065 .511 -.154
S 時間内（信頼性） .279 -.054 .028 .748
S 時間を告知（信頼性） .001 .252 -.062 .688
S 便利な時間に提供（有形性） -.226 . 155 .326 .450

　因子抽出法：主成分分析　回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法
　a. 7 回の反復で回転が収束しました。

6. 3 つの総合満足度の関係

3 つの総合満足度は、ほぼおなじ概念を測定しているといえる。

「SERVPERF 尺度の総合満足」と「機能別尺度の総合満足（美容室）」、および

「SERVPERF 尺度の総合満足」と「機能別尺度の総合満足（理容室）」において、各測

定項目間の相関係数を求めたところ、以下の通りとなり、高い相関を示した。（いずれも

1%水準で有意）

図表 11
SERVPERF 尺度の総合満足」と「機能別尺度
の総合満足（美容室）」の相係関数

図表 12
SERVPERF 尺度の総合満足」と「機能別尺度
の総合満足（理容室）」の相係関数

Ｓ総合的に
　満足

総合満足
（美）

Ｓ総合的に
　満足

総合満足
（理）

Ｓ総合的に
　満足 1.000 .775** Ｓ総合的に満

足 1.000 .786**

総合満足
（美） .775** 1.000 総合満足

（理） .786** 1.000
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つまり、「SERVPERF 尺度の総合満足」と「機能別尺度の総合満足（美容室）」、と「機

能別尺度の総合満足（理容室）」の 3 つの満足度はほぼ同じ概念を測定しているといえる。

7. 総合満足度の予測

次に、総合満足度を予測するモデルを作成するために重回帰分析をおこなった。従属変

数は、5 つの総合評価（SERVQUAL 尺度の総合満足度、総合満足度（理容室）、総合満

足度（美容室）、対理想、対最低水準）とし、独立変数は各従属変数に対応する測定項目

とした。図表 13 は、具体的な 9 種類の重回帰分析とその結果をまとめたものである。

分析の前提・方法・結果は次のとおりである。

（1）分析の前提

6 で示した「SERVPERF 尺度の総合満足」と「機能別尺度の総合満足（美容室）」、と

「機能別尺度の総合満足（理容室）」の 3 つの満足度はほぼ同じ概念を測定しているとの前

提で分析を行った。

（2）分析の方法

○分析対象（3 通り）、総合満足度の指標に対して、図表 13 に示した 9 通りの分析を

行った。

○ SERVPERF 尺度で測定した総合満足度を従属変数とした分析では、独立変数は

SERVQUAL の 5 つの次元毎の合計点（5 つ）を用いた。

○機能別尺度で測定した総合満足度を従属変数とした分析では、独立変数は機能別尺度

（21 項目）とし、ステップワイズ法により変数の選択を行った。

（3）分析結果のまとめ

○ 9 通り全ての分析において重回帰式は 5%水準で有意となった。

○ SERVPERF 尺度による総合満足度予測モデルについて

 理容室利用者の総合満足度には信頼性との関連性が示された。

 美容室利用者の総合満足度は信頼性、共感性との関連性が示された。しかしこれらの

偏回帰係数は値が小さく（0.13 以下）マイナスの値となったものもある。5 つの次元

（信頼性・対応性・確実性・共感性・有形性）の間の弁別妥当性が低かったことが原

因かもしれない。

○機能別尺度による総合満足度予測モデルについて

 SERVPERF 尺度による総合満足度予測モデルと比べて、偏回帰係数が大きい項目が

示された。つまり、ステップワイズ法で抽出された項目の中においては、理容室利用

者の総合満足度には希望の仕上がり（0.646）・お得感 (0.221)・立地・情報提供等との
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関連（調整済 R2 乗 0.743）が、美容室利用者の総合満足度には技術レベル（0.391）・

希望の仕上がり（0.279）・お得感（0.194）・営業時間との関連（調整済 R2 乗 0.513）

が強いことが示された。

○上記を総合すると今回の分析では、総合満足度に対する予測において、SERVPERF

尺度よりも機能別尺度の方が精度が高く、満足度に対する影響力が大きい項目（理容

における希望の仕上がり、美容における技術レベル等）が示された。

○また、機能別尺度による予測において、理容室・美容室ともに価格に関する項目（お

得感）が総合満足度に及ぼす影響が示された。理容室では「希望の仕上がり」（0.646）

についで 2 番目、美容室では「技術レベル」（0.391）「希望の仕上がり」（0.279）につ

いで 3 番目の大きさとなっている。SERVQUAL による 5 つのサービス品質次元には

含まれていない「価格」が、総合評価に一定の程度影響を与えていると考えられる結

果となった。

図表 13　総合満足度の予測
 (*) 　5%水準で有意
 （ステップワイズ法による）(**)　1％水準で有意
分 析 対 象
調 整 済 み
R2 乗

美容室利用者
＋

理容室利用者
理容室利用者 美容室利用者

Ｓ
総
合
満
足
度

.432 S 総合満足度
　← S 共感性（*）

〈偏回帰係数〉
.047

.431 S 総合満足度
　← S 信頼性合計 (*)

〈偏回帰係数〉
.087

.552 S 総合満足度
　← S 信頼性合計 (*)
　← S 共感性合計 (**)

〈偏回帰係数〉
-.064
.126

総
合
満
足
度
（
理
）（
美
）

.743 総合満足度（理）
←希望の仕上がり（理）（結果）（*）
　公平さ（理）（過程）(**)
　立地（理）（道具）(**)
　お得感（理）（価格）(**)
　情報提供（理）（過程）(*)

〈偏回帰係数〉
.646
.102
.185
.221
.145

.513 総合満足度（美）
←希望の仕上がり（美）（結果）(*)
　技術レベル（美）（過程）(**)
　お得感（美）（価格）(*)
　営業時間（美）（道具）(*)

〈偏回帰係数〉
.279
.391
.194
.177

対
理
想

.443 対理想
　← S 対応性合計 (*)
　← S 共感性合計 (*)
　← S 有形性合計 (**)

〈偏回帰係数〉
.177
.137
.087

.495 対理想
　← S 共感性合計 (*)
　← S 有形性合計 (*)

〈偏回帰係数〉
.103
.090

対
最
低
水
準

.487 対最低水準
　← S 対応性合計 (*)
　← S 共感性合計 (*)
　← S 有形性合計 (*)

〈偏回帰係数〉
.086
.066
.057

.566 対最低水準
　← S 確実性合計 (**)
　← S 共感性合計 (*)
　← S 有形性合計 (**)

〈偏回帰係数〉
.128
.066
.067
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8. 推奨意向と総合評価の関係の強さ

最後に、推奨意向の予測における SERVPERF 尺度と機能別尺度の影響の大きさを比較

するために、美容室利用者・理容室利用者ごとに重回帰分析を行った。（従属変数を「推

奨意向」、独立変数を「総合満足度（SERVPERF 尺度）」および「総合満足度（美容室ま

たは理容室）」とした。）

美容室利用者・理容室利用者どちらを対象にした分析も回帰式は 0.1%水準で有意な結

果となった。

美容室利用者の推奨意向では、機能別尺度での総合満足度は関係に有意性が認められず

（有意確率 0.77）、SERVPREF 尺度での総合満足度（偏回帰係数 0.864）の影響との関連は

かなり強いことが示された。しかし、理容室利用者の推奨意向では、SERVPREF 尺度で

の総合満足度（偏回帰係数 0.44）よりも、機能別尺度での総合満足度（偏回帰係数 0.55）

との関連がやや強い（ともに 5%水準で有意）という結果となった。

以上のとおり、美容室と理容室では推奨意向に対する SERVPERF 尺度と機能別尺度の

影響力の大きさは逆転を示したが、推奨意向と総合評価との間には関係があることが示さ

れた。

Ⅶ　結論

1. 結論

○総合満足度について

  理容室・美容室ともに「SERVPERF 尺度」と「機能別尺度」の相関は高く、2 つ

の尺度はほぼ同じ概念を測定しているという結果となった。

○「SERVPERF 尺度」の構成要素について

  SERVQUAL の 5 因子ではなく、4 つの因子が抽出された。しかし、信頼性と有形

性については SERVQUAL と一致した。信頼性はサービス品質の中でも最も重要な

要素と考えられているものであり、他の要素の土台ともいえる要素である。また、有

形性はサービス品質の要素の中でも比較的客観的な評価が可能な要素である。これら

から言えることは、先行研究にも示されているように、業種特性に合わせた質問項目

（特に信頼性・有形性以外の要素に関するもの）の重要性が今回の分析においても示

されたといえよう。

○「機能別尺度」について

  理・美容室ともに総合満足度への影響が大きい測定項目が抽出された。理容室の総
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合満足を予測する回帰式では調整済み R2 乗が 0.743 と説明力も高く、「希望の仕上が

り」の偏回帰係数は 0.646 と大きな値となった。 

○「価格」が総合評価に与える影響について

  機能別尺度による総合満足度の予測において、理容室・美容室ともに価格に関する

項目（お得感）が総合満足度に及ぼす影響が示された。「価格」は SERVQUAL によ

る 5 つのサービス品質次元には含まれていないが、総合評価に一定程度の影響を与え

ていると考えられる結果となった。

○以上を総合すると、本研究の目的である「品質に影響の大きいサービスの要素を抽出

するための質問項目」について、次のことが考えられる。

 まず、そのサービスの基本的な機能・業種特性に応じた機能について具体的に問うこ

とは必要であろう。その際、自社がターゲットとする顧客セグメントが求めていると

想定される機能や、自社が自身の強みと認識している機能についても質問項目に加え

るとよいと考える。また、価格に対する質問項目もサービスの総合評価には欠かせな

いといえる。

2. 今後の課題

今回の研究は時間の制約もあり、いくつかの課題をかかえたものとなった。

○重回帰分析について

機能別尺度で測定した理容室利用者の総合満足度に対して、偏回帰係数の大きな項目

が抽出されている。今回の分析では、希望の仕上がり（0.646）、お得感（0.221）等となっ

た。ただし、今回用いたステップワイズ法は決定係数を最大化するように独立変数を決定

しているため、結果として相関の高い項目は除かれている。よって今回抽出されなかった

項目が不必要とは限らない。また、多重共線性についての検討や、他の分析方法での検討

も行いたい。

○顧客セグメントについて

今回の分析では理容室利用者・美容室利用者ごとに、回答者をセグメントに分けずに分

析を行っている。髪型への関与や年間支出額によるセグメントごとの分析を行うことで、

より詳細で具体的な分析ができたのではないかと考えている。
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