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は じ め に



イノベーションを始めるにあたっての３ヵ条

■ 徹底的にお客様の立場に立って考えること

■ 過去にとらわれず、白紙思考で考えること

■ そして、「自分はすでに『顧客思考』『白紙思考』を持っている」と

　 思い込まないこと

現状を変えたい、観光産業でイノベーションを目指すあなたへ

　今から15年くらい前、1990 年代中頃に行った旅行を思い出してみてください。行き先を決めて、旅

行代理店で予約をして、ガイドブックを読みながら移動して、宿に入って、温泉に入ってから晩御飯を

食べ、部屋でもう一杯飲んでから寝て、朝風呂に入って、宿を出て、お土産を買って、家に帰る…。

　では、つい最近に行った旅行はどうだったでしょうか？

　一方で、この15年間で世の中ではどんな変化があったでしょうか？

　当時はまだ馴染みのなかったインターネットは、現在では生活の一部になっています。固定電話の時

代から、誰もが携帯電話を持ち歩くようになり、今やスマートフォンの時代です。ブログやツイッター

等で、誰もが世の中に情報も発信する手段を手に入れました。また、各地にアミューズメント施設のよ

うなショッピングセンターが立ち、スーパーには生産者の顔写真付きの野菜が並びます。送った荷物は

今どこにあるかを調べられるようにもなりました。都市部では、列車に乗るのに切符を買うことはおろ

か、改札で切符を取り出す必要もない時代になったのです。

　日本人の多くは温泉好きで、季節ごとに桜や紅葉を愛でるなど、昔から年間を通じて観光旅行を楽し

んできました。今日でも、週末や行楽シーズンなどには観光地は多くの旅行者で賑わいます。旅行をした

いという気持ちはかつてと変わらず根強いにもかかわらず、宿泊施設をはじめとする観光産業の多くが厳

しい経営状況に追い込まれている原因は一体どこにあるのでしょう？果たして、我が国の観光産業は、イ

ンターネットや携帯電話がもたらしたような感動を、お客様が求めている価値を、常に提供できているで

しょうか？旅行にかかる 4 万円程度の費用があれば、一体どんな感動を手に入れることができるのでしょ

うか？

　観光産業が厳しい経営状況から抜け出すためには、人々に今の時代に合った感動を与えられるよう

な「イノベーション」を起こすことが必要なのです。
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●とにかくイノベーションの事例を知りたい人は…
　　⇒ケース編から読んで、必要な部分を理論編の第２章で確認

●何から始めたらよいかわからない人は…
　　⇒とりあえず、最初から読み始めて、気になった部分をケース編で事例研究

●自分の事業プランを着実に進めたい人は…
　　⇒理論編の第３章で、今後考えられる要注意ポイントをチェック

つまりは、皆さん自身が興味を持ったところを、自由自在に読んでください。
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１．「観光産業のイノベーション」とは何か

「イノベーションとは、科学や技術そのものではなく価値である。

…組織の外にもたらす変化である。…外の世界への影響である。

したがって、イノベーションは常に市場に焦点を合わせなければならない。

市場ではなく製品に焦点を合わせたイノベーションは、

新奇な技術を生むかもしれないが、成果は失望すべきものとなる。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ピーター・Ｆ・ドラッカー／「マネジメント－基本と原則」より）

「イノベーションの戦略の一歩は、

古いもの、死につつあるもの、陳腐化したものを

計画的かつ体系的に捨てることである。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ピーター・Ｆ・ドラッカー／「マネジメント－基本と原則」より）

私たち観光産業に、またご自身の宿や旅行会社や地域に、観光客は一体どんな価値を求めているの

でしょうか？

　景色・景観に対する感動でしょうか？

　美味しい食事でしょうか？

　心地の良い空間でしょうか？

　　：

そして、今のサービス内容やサービス提供方法が、これらの価値の提供に最適な状態にあると言

えるでしょうか？

新しいサービスのあり方を考えるとき、いつの間にか業界の“常識”（古くからあるもの）を前提に

考えていませんか？

　旅館は、１泊２食で販売するものだ

　宿泊業を営む者は、１年365日、宿を営業するものだ

　子供料金は大人料金の半額で設定するものだ

　　：

このようなことを、当然のこととして考えてしまっていませんか？

しかし果たして、顧客に価値を提供するうえで、これらの“常識”は適したものなのでしょうか？

顧客思考

白紙思考



　イノベーションを起こすためにしなければならないことは、「目先の売上改善を目的とした対処

療法的な販売促進」ではなく、より根本的に、「構造的な市場変化に対応するため、または変化を

もたらすため、事業構造や制度・慣習を革新すること」です。

　例えば、この 15 年間で、「インターネットの普及」という市場変化がありました。そのため、自

社ホームページの作成やネット予約会社での販売が当たり前のようになりました。この転換は一種

のイノベーションであったと言えるでしょう。

　しかし、優れたひとつの技術に固執し過ぎてそれを磨き上げること（高品質・高効率化）に専念

すると、今度は次に発生する市場変化に立ち遅れ、失敗するという「イノベーションのジレンマ」

に陥るおそれがあります。かつてビデオ録画の分野で、技術的には優れた「ベータ式」が、ソフト

が消費市場により多く出回った「VHS 式」に事実上のスタンダードを奪われたという例がありま

した。それがやがてDVDに変わり、ネット配信に変わりつつあります。つまり、イノベーション（革新）

→その技術の普及・改善→次のイノベーション→……は、絶えず繰り返し続けていく必要があるの

です。

　旅館業を例にとると、インターネットでの販売にシフトし、ホームページを整えたり、ネット予

約会社からの集客を進めたりすること自体は、消費行動の変化に合わせた対応と言えます。しかし、

インターネット販売を進めることは、新たな課題をまねく恐れもあります。図表 A は平日・休日

の予約割合と一人当たり利用単価を示したグラフです。このグラフからは、「インターネット販売

が強いほど、週末販売比率が高く、利用単価が低い」という傾向が見てとれます。

　これは一例に過ぎませんが、決してインターネットやネット予約会社の責任という訳ではなく、

インターネットで予約する顧客の消費傾向が表れているのだと言えます。変化する市場への対応と

してインターネット予約を進める一方で、「もっと大きな市場変化にも目を向け、次なるイノベー

ションを起こす」ことが求められているのではないでしょうか。

innovation6

２．イノベーションの必要性

（図表A）井門観光研究所調査：販売チャネル別平日／休前日販売比率及び平均利用単価
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　さらに、これに休日取得形態の変化に関するデータと合わせて考えてみます。図表Cでは、近年、

「完全週休２日制の労働者数が減少している」ことを示しています。

　これら二つのデータを合わせて言えることは、「土日に宿泊旅行ができる人口が減っている」と

いうことです。

　実際、近年、日帰り旅行が増えていたり、旅館業では、一日の休みで一泊旅行並みに楽しめるよ

うな「平日（顧客の休日の前日）の深夜にチェックインができる方式」や、昼食前にチェックイン

し夕食後にチェックアウトする「０泊２食」等が増えたりしています。これらは「休みの形態が多

様化している市場変化」を踏まえたイノベーションの例です。

（図表B）国立社会保障・人口問題研究所「人口統計集」（2011 年版）をもとに加工

（図表C）厚生労働省「就労条件総合調査（平成 22年度）」をもとに加工　　（表 8及び 11）

　しかし、市場の変化を読み取る、つまり「未来を予測すること」は非常に難しいことです。例え

ば、インターネットの普及を 20年前に予測できた人は、専門家を除いて、どれほどいたでしょうか？

その中で、専門家でなくとも、一つだけ未来に関して予測可能な指標があります。それは、人口に

関するデータです。

　人口に関して今後起こることは、例えば「生産年齢人口の減少」です。生産年齢人口（15～ 64

歳）、すなわち「働く年代」の減少は、図表Bのように、1995 年をピークに、今後ますます減少が

加速していくことが予測されています。
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　あるいは、生産年齢人口が減少しても、65 歳以上の「老年人口」が増加しているので、主にシ

ニア向けに、食材原価や人件費といったコストを抑え、サービスを簡素化して格安で大量に販売で

きる仕組みを導入している旅館も少なくありません。

　しかし、図表 D が示しているように、いわゆる「団塊の世代」が老年人口に吸収され終わる

2015 年をピークに「老年人口の前年比増加数が一気に減少する」ことが予測されています。

　いよいよ私たちは、生産年齢人口や子供人口だけではなく、高齢者人口まで、これまでのように

増えていかない時代を数年後に迎えることになります。まさに「国民人口減少時代にあっても生き

残るための次なるイノベーションを起こす」ことが求められているのです。

　そのためには、「訪日外国人の受け入れ」「地域内や同一施設での連泊の促進」「リピーター作り」、

あるいは「異業種との連携や参入」といった抜本的な手法により、「イノベーション」を起こして

いくことが必要なのです。市場や顧客の要求の本質をとらえる真摯な心と、視野を広くかつ長く持

ち、保守的な声との意見相違もいとわない（イノベーションのジレンマを破壊する）勇気が必要な

のです。
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（図表D）国立社会保障・人口問題研究所「人口統計集」（2011 年版）をもとに加工
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　明神館では、地球温暖化防止や天然資源の乱獲の防止など、国際的な動きを背景としつつ、環境へ配

慮した経営活動を推進しています。

　こうした取り組みにより、化石燃料や天然資源の値上がりといったリスクを最小限に抑えることがで

きるとともに、環境意識の高い顧客層の開拓やレンタカー収入の確保、あるいは、上高地など Co2 排

出規制を目的としたマイカー規制を行っている地域への「連泊」旅行者の獲得など、小さくとも様々な

イノベーションを起こすことにつながっています。

（取組みの一例）

　●水の循環による館内空冷の実施や、床や壁に土やダンボール等天然素材の活用

　●食品残さを肥料化した農場で野菜を自家栽培し、オーガニック料理を提案

　●エコカー利用者への割引や電気自動車レンタカーの導入

各地で芽吹き始めた「イノベーションの芽」

環境にやさしい経営スタイルの確立（明神館、長野県松本市）

　旅館吉田屋では、後継者のいない旅館を買い取り、地元の大学の卒業生が新しい旅館として「後継創業」

しました。

　旅館営業は金・土・日とし、月～木は「地

域貢献活動」として、高齢化する地域農家の

援農などを行い、規格外品の仕入れ・販売や

小型農機具のレンタル業につなげています。

旅館業と農業を組み合わせる新業態を作るイ

ノベーションを起こすことで、資金繰りを平

準化させることができた事例です。

週末の旅館運営と平日の地域貢献活動（旅館吉田屋、島根県大田市）

　一の宿倶楽部では、業態や客層が類似する旅館同士がアライアンスを組み、地域を超えて共同で顧客

管理・品質管理・人材育成等を行っています。

　地域を越えて手を組むことにより、「違う地域の類似する宿に泊まりたい」と考える顧客ニーズに対応

でき、グループでリピーターを育てることにつながってきます。航空会社やホテル業が同様にアライア

ンスを組んでいますが、中小企業にとって、こうした取り組みもイノベーションであると言えるでしょう。

類似業態でのアライアンス（提携）による共同営業（一の宿倶楽部、群馬県渋川市）
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　観光産業の振興に向けて、新たな価値を生み出し顧客を創る「需要の創造」、商品・サービスの生成・

提供の仕方を変える「仕組の改編」、地域や施設同士、異なる産業間の「多様な連携」、という３つの視

点で考えることで、発想が転換し、新たなアイディアが生まれ易くなります。

　また、３つをそれぞれ単独で推進するよりも、これらを組み合わせることで、効果的にイノベー

ションが起こると考えられます。

innovation 11

１．イノベーションを誘発する３要素

　現在働いている従業員や、現在ある設備、また作業の流れは、現在提供しているサービスを円滑

に提供するために配置・設置・構成されています。

　しかし、全く新しい価値を生み出すためには、新たなサービスを提供したり、サービスのあり方

そのものを変えなければならないかもしれません。従業員が少しずつ努力をしたり、設備・作業の

流れを少し改善すれば実現できるものもあるかもしれませんが、多くの場合、今ある何かを捨てた

り、新たな何かを必要とします。またそれは、自施設に今あるヒトやモノだけでは実現し得ない事

もあります。

　つまり、「需要を創造」しようとした場合でも、「仕組の改編」や「多様な連携」をセットで行ってい

かないと実現できないことが多いのです。

　逆に言えば、今までの仕組みや資源を前提としてしまっていては、なかなか新しい「需要の創造」

はできないと言えます。

　これまでの常識を捨て去って、今お客様が真に求めている新たな価値を創り出すためには、これ

ら３つの要素を組み合わせる発想を持つことが必要となります。

需要の創造 仕組の改編

多様な連携

イノベーション実現のパターン
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お客様が真に求めていることは何か？を、客観的なデータや自らの感性を駆使して、

突き詰めて考え分析していく作業まで行って初めて、“顧客思考”と言える

●最新のマーケット動向や先進事例を参考にしてアイディアを出す

●お客様、経営資源、観光資源にマッチしたアイディアを出す

●時には、自らがお客様として旅行し、何を欲してるかに気づく

お客様にとって意味をなさない部分（有っても無くても評価に影響しないもの）

については、徹底した効率化を進める努力が必要

●ＩＴ等を活用した情報発信力の強化、後方作業の機械化 

●戦略的な値付けをする

●従業員のスキルを活用する、能力を引き出す 

「多様な連携」をすることの意義は、今までの常識にとらわれない発想を

得ることにある

●地域内の同業者（宿泊施設同士など）･異業種（宿泊施設と飲食店、朝市が開かれる漁港、
　行政など）との連携

●コンセプトを共有できる地域外の同業者との連携

●地域を越えた他産業（ＩＴ産業や自動車産業、医療・介護など）との連携

イノベーション誘発の３要素については、それぞれ例えば以下のような取り組みが考えられます。

需要の創造
新商品づくり、
新しい市場開拓

仕組の改編
新しい生産・販売
・情報発信の方法

多様な連携
業種・エリア

・産業横断的な連携

● ●

● ●

● ●

■ 理 論 編
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● ● ●

● ● ●

● ● ●

　ＣＤを買う人の多くが求めていたものは、ＣＤを持つことではなく、音楽を聴くことでした。現在、音

楽の提供方法が、ＣＤからネット配信に変化しているのはそのためです。

　では、ある温泉地に宿泊するお客様が旅館に求めていることは何でしょうか？おなかいっぱいになる

ほどの夕食を食べることでしょうか？そもそも“地のモノ”を食べたいという気持ちは、旅館で食べた

いのか、その地域で食べたいのか、どちらでしょうか？

　このように今提供しているサービスを一つひとつ突き詰めて考えると、旅館は一体どんなサービスに

力を入れるべきなのでしょうか？

　　新しい価値を創出したり、仕組みを変えたりしようとする時、他者の協力も必要になります。

　地元の飲食店との連携、清掃業者との契約内容の変更、目標を共有した他の旅館などとの協働はもと

より、そもそも「新たに提供しようとする価値」自体が何かを検討する上で、今までの常識にとらわれな

い発想を得るために、他業種・外部の人のアドバイスを受けるといった連携もあり得ます。

　今提供しているサービスのうち、お客様にとって意味をなさないもの（有っても無くても評価に影響

しないもの）はありませんか？

　例えば、「夕食は浴衣で温泉街に繰り出して、“地のモノ”を出す小料理屋で地域の人との交流も楽し

みたい。寝起きで化粧も億劫な朝食こそ、ゆっくり旅館でおいしいものを食べたい」という要望を満たす

には（そのような価値を提供するには）、板場・客室の従業員の1日のシフト全体を見直す必要がありま

す。このことが結果的にレイトチェックイン・レイトチェックアウトという別の価値の提供にもつなが

るかもしれません。同時にアーリーチェックインの要望にも応えようとした場合、お客様の到着時のご

案内の流れも変わるはずです。



　人口減少が進む今後は、「お客様の数を追い求める」経営から、「一人当たりの収入（単価）を高める」

経営や「新たなタイプのお客様を獲得する」経営への転換が求められます。そのためには、よりお

客様を深く知り、その満足度を高める商品づくりが必要です。

●観光産業は、お客様へ「旅の楽しさ」を提供する業界です。今のお客様が、旅館・ホテルや観光

　地に何を求めているのか、常にそれを察知する姿勢が業界関係者には求められます。特に経営者

　や地域リーダーは、データによりマーケットを理解すると同時に、サービス提供の現場をよく知

　ることと、お客様の志向・価値観を察知できる感性を磨くことが重要です。

●全国的なマーケット動向を理解しつつ、自施設・地域に対する評価を的確に把握することも重要

　です。旅館・ホテルだけでなく、観光地単位でも「満足度調査」を実施し、旅館や商店など地域

　全体でその結果を共有して対策を考えていくことが必要です。

●長期的には、出張ビジネスマンや一人旅、小さな子ども連れ、外国人旅行者など、これまで必ず

　しもメインターゲットとしていなかった客層向けの商品づくりも求められます。

●環境問題や健康への意識が高いお客様や、アートや建築などある特定のジャンルに関心が高いお

　客様など、現代の価値観やライフスタイルを反映した商品づくりも、新しい需要を創造します。
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２．各要素の着想ポイント

　こうした商品づくりにあたっては、現代アーティストや建築家、それらを専攻する大学生など、

　観光産業以外の人々との連携が有効です（本章後述「多様な連携」を参照）。

●顧客思考で求められる価値を分析することと同時に、それに対して、自施設・地域で提供できる

　価値・魅力とは一体何かも考える必要があります。

●観光地においては、すでにメジャーになっている観光資源だけに頼ったり、一度成功を収めたコ

　ンセプトやキャラクターを、後生大事に使い続けることでは、新たな展開は望めません。そもそも、

　自分たちが価値がある（お客様が魅力を感じている）と思っているものについて、本当にお客様

　がそれを目的として来訪しているのかということも問い直す必要もあります。

●逆に、顧客思考で突き詰めて考えていくと、地元の人にとってはごく見慣れたものであってもユニー

　クなストーリー付けをするなどの工夫によって、新たな観光資源に昇華させることもできます。

●また、旅館内と旅館外（温泉街等）、それぞれの機能・魅力を組み合わせた商品も考えられます。

　例えば、朝食を旅館で食べるのではなく、朝市や街中の飲食店でブランチを取れるようにするこ

　とによって、新しい朝の時間の過ごし方に共感する宿泊客を惹き付けるという例もあります。こ

　れは、自施設にはなかった観光資源を、他者との連携によって、自施設のサービス提供の仕組み

　に組み込んだものと言えます。

需要の創造需要の創造

①．お客様の志向・価値観を理解する

②．自らの施設・地域が持つ価値（経営資源、観光資源）を理解する

■ 理 論 編
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　経営者は少なからず顧客の視点で考える努力をしています。アンケートやクレームに目を通したり、

店頭に立ったり、ネットの口コミ情報を覗いたり…。

　しかし、物欲が満たされ、かゆい所に手の届くようなサービスがあふれる現代においては、実はお客

様自身が自身の求めているものを表現することができないことの方が多いのです。

　もはや、意見や行動など表面に表れているものを見るだけでは、“ 顧客思考 ”ができているとは言え

ないのです。

　「ＣＤが欲しいのか、音楽を聴きたいのか」「車が欲しいのか、長距離を自由に移動したいのか」「旅行

代理店に行きたいのか、簡単に安価に予約・チケット手配をしたいのか」「旅館に泊まりたいのか、家事

や仕事から解放された時間を過ごしたいのか」…。

　「お客様は結局のところ何を求めているのか？」について、客観的なデータや自らの感性を駆使して、

突き詰めて考え分析していく作業まで行って初めて、“顧客思考”と言えるのです。

できていそうで できていない“顧客思考”

　現在、旅館の子供の宿泊料金は、多くの場合、大人料金の半額ですので、例えば大人料金が１泊２食

で２万円の場合、子供料金は１万円となります。そして料金に見合うように、大人の食事内容とほぼ同

じで量だけを半分にしたものが提供されます。しかしそれは、カロリーや味付けの面で、決して親が子

供に食べさせたい内容ではありませんし、そもそも先付けやお造りといった「酒の肴」ばかりのメニュー

で子供は喜ぶでしょうか。もっと家族での食事の場が楽しくなるような工夫が必要です。

旅館の「お子様料理」は、これでいいの？

　雪国特有の地吹雪は、地元の人々にとっては厄介な代物です。しかし雪が珍しい地域からの観光客は、

お金を払って喜んで地吹雪を体験しています。この企画は、まずは地吹雪を体験することに価値や喜び

を見出す人々がいることに気づいたことが成功の鍵となりました。

　そして、「地吹雪」という自然現象を、五所川原では催行期間や申込先、値付けをして「太宰治」で味

付けをするなどプログラム化することで、「五所川原に来なくては体験できない非日常的な体験プログラ

ム」という観光資源へと変えることができたのです。

厄介な自然現象を、顧客思考でとらえて「観光資源」に
～雪国地吹雪体験ツアー（青森県五所川原市）



　商品・サービスをいかに効率的・効果的に提供するかは、利益確保の観点からも重要です。しかし

観光産業は、客観的な経営数値・データではなく、いまだ経営者の経験と勘に頼っているケースが多

いようです。イノベーションの大前提として、これまでのシステム・仕組みをできる限り客観的に評

価し、改善に向けて再構築することが必要です。

　特に、商品・サービス（価値）の提供にモノ・ヒトがともに必要となるサービス業の場合、他の業種

に比べ全体的に生産性（利益率）が低くなる傾向があることはやむを得ないとも言えますが、それを

理由に全ての生産性向上に向けた工夫を否定することはナンセンスです。この場合、まずは生産性向

上に取り組むべき部分と、そうでない部分を見極めることが必要です。そしてここでもその判断基準

となるのは「顧客思考」です。

　お客様から真に求められていることは何かを突き詰め、お客様にとって意味をなさない部分

（有っても無くても評価に影響しないもの）については、徹底した効率化を進める努力が必要です。
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●造成した商品・サービスをお客様へ知らしめ販売するための一つの方法として、インターネット

　の活用は重要です。

●しかし、これは一つの方法でしかありません。商品特性やターゲットを考えて、最適な情報発信・

　販売ツールを考えることこそが必要なのです。

●つまり、商品の内容や情報を伝えたい顧客層によって、インターネット媒体はもちろん、旅行会社

　のパンフレット、交通広告、新聞雑誌、富裕層向けクレジットカードの会員誌や、スポーツ・趣味の機関誌・

　集まりなど、最適な情報発信ツール・場を細かく選別することが、最も重要な検討事項なのです。

●インターネット媒体でいえば、従来のホームページやネット系旅行会社のサイトの他にも、現在

　では、ツイッター等のソーシャル・ネットワーキング・サービスやスマートフォンなどの新しい

　ツールを活用した情報発信のあり方についても研究し、試行していくことが必要です。

仕組の改編仕組の改編

①．新たなＩＴツールを活用して情報発信力・販売力を強化する

1情報や商品・サービスの流通に関する改善

●旅館・ホテルが旅行会社を通じて販売する企画商品について、その商品ごとにコストと適正利益

　を把握したうえで適切な値付けをすることに、一層真剣に目配りすることが重要です。

●客室のネット販売においては、需要動向に合わせて販売機会を確実に確保していくために、レベ

　ニューマネジメント の導入も重要な検討事項です。 

●外国人旅行者向けの旅館客室の販売は、従来の１泊２食ではなく室料表示（泊食分離）が求めら

　れています。海外からの旅行者にとって常識であるホテル客室の販売形態（ルームチャージ、１

　泊朝食）を直視し、旅館だから１泊２食でしか販売できないというこれまでの固定観念を取り払

　う必要があります。

②．戦略的な商品・サービスの値付けをする　　　

＊

＊「レベニューマネジメント（イールド マネジメント）」については、管理会計等に関するビジネス書・専門書、航空会社等での導入事例を参考にして下さい。

■ 理 論 編
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　インターネットの広がりによって情報収集が簡単になり、旅館・ホテルや観光地についても情報が

あふれています。そうした中、宿泊したい旅館・ホテルを選択する際には、信頼できる個人からの評

価情報（口コミ、フェイスブックの中のニュース等）が重視されています。自施設の売り込みではなく、

個性ある経営者からの地域の暮らしぶりや宿づくりについての情報・意見の発信、著名なブロガーの

コメントなどが、消費者の迷いを解き、潜在的なニーズを顕在化させるきっかけになると考えられます。

　また、消費者は口コミの評価には偏りがあることを理解しています。評価点数自体よりも、他と比

べた時の相対的な点数の高低や、感想や評価の書き込みに対する事業者の返信内容（全くコメントを

返していない、当たり障りのない定型的な文章を貼り付けている、改善の可否やその理由など個別具

体的に回答している など）という点も、サービス姿勢が表れるポイントとして判断基準にしています。

氾濫する情報を整理・評価して、消費者の背中を押す

生産性向上に取り組むべきポイントを見極める基準

　きれいな客室で過ごしたいと思うお客様も、部屋の掃除やベッドメイクがどのようにされているか

は気にしません。おいしい料理を食べたいと思うお客様も、仲居さんがどうやって料理を運んでいる

かは気にしません。料理の説明や隠れた見どころの情報は欲しいと思っても、「ありがとうございます」

だけの女将の挨拶は必要だとは思いません。

　お客様に価値をもたらすかどうかを徹底して考えて、提供すべきサービス・効率化すべき作業を峻

別していく必要があります。

　長年、旅館は１泊２食で売るものという業界の固定概念に縛られて、「泊食分離」の導入が進んでき

ませんでしたが、長引く景気の低迷で「部屋を空けておくよりはよい」として、１泊朝食や素泊まり

の料金を設定する旅館も増えてきました。一方で、客室料金という概念が常識である外国人旅行者の

受け入れのために、当初はやむなく泊食分離を導入する旅館も出てきました。

　しかし、実際に販売実績として売上が積み上がってくると、泊食分離を求めているお客様が確実に

存在することが、経営者に実感として伝わります。長年の料金体系を変えることは一筋縄ではいきま

せんが、こうした小さな販売実績を重ねることが、関係者の意識改革につながっていきます。

新たな料金体系づくりは、まずは小さな販売実績の積み上げから
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●商品企画から販売促進、予約の受付、サービスの提供、顧客管理、さらには従業員の人材育成な

　ど全てにおいて、その時々の経営者の思いつきではなく、一貫した経営方針の下に体系化されて

　いることが重要です。機械化・自動化・システムの導入にあたり、関係者の理解や資金を得るため

　にも、明確で一貫した経営方針の策定が必須です。

●特に小規模旅館や従業員の確保が容易ではない地方の旅館では、一人の従業員が様々な仕事がで

　きる「多能工」化することが必要です。その人材育成には時間がかかり、簡単ではありませんが、

　例えば、コンセプトを同じくする旅館のネットワークの中で相互に出向させることで、お互いに

　不足を補う方法もあります．さらにこうした他社での経験は、他の施設から参考になる点を学ん

　だり、同業者から刺激を受けて仕事に対するモチベーションが上がるなどの効果も期待できます。

●かつての湯治旅館では、毎年訪れる顧客の嗜好をきちんと理解して受け入れていたため、顧客

　の満足度が高く、お得意様（リピーター）が多くいました。今日でも、多くの旅館では客室係

　が付き、チェックインからチェックアウトまでの間にお客様を深く理解できる場面は多いもの

　です。客室係が得たお客様情報や要望を、滞在中のサービスや今後の商品づくりや改善に活か

　すという仕組みづくりと、そのための従業員のコミュニケーション能力向上等の取り組みも重

　要です。

②．従業員の能力を引き出す人材育成に取り組む

●商品・サービスを提供する現場をよく理解し、日々のオペレーションの中に改善の余地がないか

　チェックすることが必要です。

●旅館・ホテルにおいて、優秀な従業員を確保して長く働いてもらうためには、労働環境を向上させ

　る必要があります。労働負荷が大きい作業や機械化・自動化できる作業については機械を導入す

　る、サービス提供の現場の動線をより合理的にするなどして、従業員がお客様の接客や企画立案な

　ど、本来、能力の発揮が期待されることに多くの力と時間を割けるようにすることが必要です。

と、そのための従業員のコミュ ケ ション能力向上

①．オペレーション全体をシステム化する

2商品・サービス提供の現場における改善

■ 理 論 編
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　旅館の経営者、幹部、現場の従業員には、当然ながらそれぞれに求められる働き方があります。お

客様と接する現場で起こる細々とした問題を改善していく（小変）のは、従業員であり、現場の状況

を理解しつつも、長い時間軸で大きく仕組みを変える（大変）判断をするのが、経営者。これらの中

間的な改善を考えるのが、幹部です。

　このように、現場の改善策は従業員に考えてもらう方が的確ですし、任されることで仕事に対するモ

チベーションも高まります。上から改善策を示しても、納得しなければそれを受け入れないという保守

性が、まだ職場としての旅館には残っているようです。そして経営者は、日頃から従業員の仕事の領域で

ある「小変」ばかりに携わっていてはいけません。勇気を出して現場はある程度幹部・従業員に任せ、大

局的に考えるべき「大変」に集中して「経営」していかなくてはならないのです。

経営者・幹部・現場スタッフの役割分担～経営者は「大変」を考えるべき

　一の湯グループでは、従業員の人時生産性（従業員の労働１時間当たりの付加価値額）を経営指標

として採用しています。これは全てのサービス業と共通の尺度で比較検討できる指標ですが、一の湯

グループでは本部経費を除く、各旅館平均で 5,000 円／人時を上げています。この指標を旅館・部

門別に明らかにし、かつ、これが給与支払いの源泉となることを従業員に周知徹底したのです。

　このように自分達の業務効率が分かり易い数値として明確になることで、生産性向上に向けてのイン

センティブが高まり、個々の業務の見直し、無駄な作業の廃止や改善などの運営改善活動が自然と行わ

れるようになりました。当然ながら、各旅館や部門ではこれを測定するために全ての勤務時間を測定す

るとともに、残業代は全額支払うこととしています。同社が上げている人時生産性平均5,000円は、国

際観光旅館連盟に加盟する旅館の推定値2,600円～4,500円を大きく上回っています。

人時生産性の測定による業務改善 の推進（一の湯グループ、神奈川県箱根町）

※一の湯グループ：箱根町にて８軒の旅館・ホテルを運営する。「安く」「気軽に」「便利に」をモットーに掲げ、人時生産性向上の工夫を重ねながら、
　メインターゲットである個人のお客様から求められるサービスを提供している。



　新たな商品・サービスの企画にあたって、自社・自施設の枠を越えることで、これまでにない新

たな付加価値を生み出す可能性が高まります。また、新たな需要を創造するだけでなく、コストの

削減や作業の効率化などオペレーションの改善についても、こうした多様な連携が有効な場合が

あります。

　つまり、「多様な連携」をすることの意義は、今までの常識にとらわれない発想を得ることにある

と言えます。

●地域全体で共通のコンセプトの商品造成をする場合、最初から高いハードル（多くの参画条件）

　を設けると同意が得にくいものです（例：食事条件、チェックインの時刻 等）。条件はわかりや

　すくシンプルであることが、多くの主体を巻き込むためには重要です。

●地域内の同業者は、基本的にはライバル関係にあります。そのため、連携の結果得た利益を配分

　するような内容のものは、その調整が難しくなるようです。逆に、連携によって共にコスト削減

　に取り組む方が、比較的容易に賛同が得られるようです。初めて地域で連携して何かをしようと

　する場合、コスト削減からスタートさせて、実績を積み重ねていくとよいかも知れません。
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●利害関係・人間関係が複雑に入り組む温泉地などの地域では、人と人をつなぎ一緒にやってい

　くためには、地域リーダーの気働きが公式・非公式な場面で非常に重要です。また、地域内のし

　がらみの外にいる外部の人が、関係者間の潤滑油として一定の役割を果たす場合もあります。

●旅館がレイトチェックアウトを導入して、地元飲食店がブランチを提供したり、ビジネスホテル

　の朝食を朝市での新鮮な魚料理の朝ごはんに代えることができるなど、地域内の異業者同士が手

　を組むことで、お客様の動き方や要望に沿った商品づくりを進めることが可能になることがあり

　ます。

●灯りのイベントや朝市など、地元地域で夜と朝の魅力づけを行うなどは、そこに宿泊する必然性

　が生まれ、宿泊需要を喚起することができます。

●地域内で異業種の連携できるかは、関係者同士が業界を越えて日常的な話ができ、お互いの課題

　を理解できること、かつ、広く信頼される人材が核として存在するかが肝要です。多くの幼なじ

　みが様々な業種で仕事をしていたり、面倒見のいいリーダーがいたり、日常的に業界をまたがっ

　た気軽なコミュニケーションの場があると、地域内の風通しは良くなるでしょう。

多様な連携多様な連携

②．地域内の異業種で連携する（宿泊施設と飲食店、朝市が開かれる漁港、行政など）

①．地域内の同業者で連携する（宿泊施設同士など）

ケ 場 あ 、地域内 風通

■ 理 論 編
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　旅館吉田屋では、後継者のいない旅館を買い取

り、地元の大学の卒業生が新しい旅館として「後

継創業」しました。

　旅館営業は金・土・日とし、月～木は「地域貢

献活動」として、高齢化する地域農家の援農など

を行い、規格外品の仕入れ・販売や小型農機具の

レンタル業につなげています。旅館業と農業を組

み合わせる新業態を作るイノベーションを起こ

すことで、資金繰りを平準化させることができた

画期的な事例です。

週末の旅館運営と平日の地域貢献活動（旅館吉田屋、島根県大田市）

　地域内の宿泊施設が一体となって共同商品をつくろうとしても、そもそも旅館・ホテルがビジネス上

のライバル同士であることから、なかなか容易ではありません。しかも、宿泊先を選ぶのはお客様ですか

ら、共同商品であっても集客効果に差が出ることはやむを得ず、これがまた一体化を阻む原因ともなり

かねません。

　このような地域内の同業者同士の連携は非常に難しいと言えますが、その目的は「仲良しクラブ」にな

ることではありませんので、必ずしも強い結束が必要という訳ではありません。例えば「我が地域は“温

泉の泉質”で売っていこう」と地域の最大公約数とも言えるような理念を掲げることができれば、この

一点で連携することは可能でしょう。

　「いつも、みんなが心底仲良し」でなくても、少なくとも、「ケンカはしていない程度の状態」を作ること

が、地域が一体となった魅力向上への取り組みの第一歩といえます。

地域内の同業者連携のポイントは、「ケンカしない」程度の付き合い



●お客様の視点に立って、観光産業が常に新しい魅力や楽しさ・ワクワク感を提供していくため

　には、これまで組んだことのない他産業や、観光産業では用いたことのない新しい技術・サービ

　スについても研究し、積極的に挑戦していくべきです。

●日々進展が著しいＩＴ産業とは、位置情報や仮想現実（バーチャル・リアリティ）の活用、ＳＮＳ

　を用いたマーケティング等で、自動車産業とは、環境に優しい電気自動車の導入による環境保全

　と地域ブランドの向上で、また最近海外からも注目されている医療機関との連携など、他産業と

　の連携によって新たな商品・サービスや地域ブランドを創り出して新たな需要創造につなげる

　という視点が重要です。

●これまで観光産業や地域づくりに関わってこなかった分野の人々とより積極的に連携すること

　で、地域のイベントやまちなかの空間を楽しいものにできます。例えば、アーティストと組んだ

　里山でのアート・フェスティバルや屋外での音楽祭など、すでに各地で実績が出ている事例も

　あります。

●ライバル関係にある同業者（旅館 等）同士であっても、立地する地域が離れていれば、誘客上の

　利害関係がなくなり、連携が容易になります。目指す経営の方向性が同じであったり、経営者と

　して相互に尊敬できたりといった信頼関係でつながることができれば、連携が可能です。

●連携の内容は、経営戦略策定の根拠となる顧客満足度調査の実施や顧客情報の共有、従業員の人

　材育成（相互出向）などが考えられます。

innovation22

多様な連携③．他産業や外部の人材と連携する（ＩＴ産業や自動車産業、医療・介護、大学など）

④．コンセプトを共有できる地域外の同業者で連携する

■ 理 論 編
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　旅館・ホテルに限らず、経営者というものは孤独です。日頃、地元では仲良くしていても、なかなか

本音の話はできないものです。旅館業界では、一の宿倶楽部のような類似業態の施設がネットワークを

組んだり、カリスマ性を持ったリーダーに惹かれて同志が集まり、より私的なグループを作ったりして

います。

　こうしたつながりは、経営者同士の信頼が絶対的な条件で、かつ競合を避けるために一つの温泉地・観

光地から参加するのは原則１施設というのがネットワークが機能する鍵となっています。こうした信頼に

基づくつながりの中で、表には出にくいノウハウや情報が共有され、切磋琢磨して、若手経営者の人材育

成にもつながっているのです。

孤独な旅館経営者を信頼でつなぐネットワーク

　有馬温泉（兵庫県）は、平成 22 年 9 月に、阪神地区の大学生が企画・運営に携わったイベント「有

馬温泉ゆけむり大学」を開催しました。有馬温泉側が、単に「若い感性で、新しくイベントを作り出して」

と大学生に丸投げするのではなく、自分達がお客様に提供できる魅力（音楽・温泉・運動・食事・森林、癒し）

を直視したうえで、それを上手に引き出してくれる大学（担当教授、専門性等）を峻別して協働しています。

　イベントの期間中、大学生が音楽演奏やパフォーマンスでまちなかに賑わいが生まれるとともに、長

期的には参加した大学生が“有馬ファン”になっていくことにもつながっています。

地域外の人材と一緒に進める 地域の新たな魅力づくり
～有馬温泉ゆけむり大学（兵庫県神戸市）
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■ 理 論 編
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●「お客様が求める価値とは何か」を正しく捉えることが大前提です。

●「需要の創造」「仕組の改編」「多様な連携」を組み合わせることで、最終目的である、利益を生み

　出す新商品づくりや業務改善の実現に向けて、その方法の選択肢を増やすことができます。

●目的達成のための方法の選択肢が増えること＝新しい発想が生まれることで、イノベーションを

　推進するのです。

多様な連携

仕組の改編需要の創造

Ⅳ型
Ⅰ型

Ⅲ型 Ⅱ型

連携→業務改善
～地域や施設がまとまって、業務の仕組みの改編を実現する

業務改善→新しい価値
～業務の仕組みの改編を伴い、新たな商品・サービスをつくるⅠ型

Ⅱ型

連携×業務改善→新しい価値
～業界･地域を挙げて業務改善を実現し､新たな商品･サービスをつくる

連携→新しい価値
～地域や施設がまとまって、新たな商品・サービスをつくるⅢ型

Ⅳ型

３．イノベーションを実現する
    ４つの取り組みのパターン
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●今求められている商品・サービスが何であるかを徹底的に考えましょう。

●その商品・サービスを提供できるように、業務の仕組みを改編しましょう。

※イノベーションの各要素「需要の創造」「仕組の改編」に関わる内容の検討にあたっては、

　本章「2. 各要素の着想のポイント」を参照してください。

※イノベーションの実現に向けて、取り組み内容を実行していく上での留意事項は、

　第３章「イノベーション・プロセス」を参照してください。

業務改善→新しい価値
～業務の仕組みの改編を伴い、
新たな商品・サービスをつくるⅠ型

[ イノベーションのポイント ]

●旅館・ホテルの宿泊商品づくりにおいて、サービスを付け加えてお客様の満足度を上げるという

　方向から逆の発想で、満足度の低下にそれほど影響しないサービスを廃止するといった“縮減の

　見直し”をすることが考えられます。これによって低料金を実現することでお客様にメリットを

　提供することができます。

[ 具体的な取り組みイメージ (例 )]

多様な連携

仕組の改編需要の創造

Ⅰ型

■ 理 論 編
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　イノベーションのパターンⅠ型は、これまでの商品・サービスをさらに磨き上げたり、新商品を開

発したりするにあたって、今一度、お客様の立場に立って徹底的に考えることで、今、求められている

商品が何であるかを見つけることから始まります。

　その前段として、商品開発に携わる関係者自身が、旅行者として様々な体験、高品質なサービスの

経験を積むことが重要です。仕事の一環で出張として出かけるだけでなく、自ら休暇を取得し、家族

などと一緒に、自分のお財布から旅費を捻出して出かけることで、実際の消費者の目線で旅行中の

サービスを評価することができ、改善点や新たな要望・気づきを体感することができます。

　新たな商品・サービスが、これまでのものと比べ、斬新であればあるほど、実際に提供するために

は、新しい業務の仕組みや既存の業務の改廃が必要です。そこで I型の次の作業としては、現在の経

営のどこに改善の余地があるかを見直すとともに、従来の考え方から離れて発想を転換していくこ

とが必要です。

　一の湯グループは、箱根地区で８軒の低価格小規模旅館を経営しています。このような条件で

利益を出すために、８軒の料理内容は基本同一とし、うち１軒の厨房にセントラルキッチンの役

割を持たせました。ここから真空調理等で下ごしらえした食材を毎日２回、各旅館に配送してい

ます。このような仕組みとした結果、各旅館では厨房の調理師が不要となり、社員がフロントや客

室案内、調理の仕上げと配膳を兼務するマルチジョブ（一人数役）体制が可能となりました。

　同時に、食の魅力を維持するために真空調理技術の特性を発揮するためのメニュー開発を行っ

ており、実際、宿泊客がその場で追加注文できる「金目鯛の姿煮」は真空調理技術を活用したもの

として、旅館の二次売上（館内消費）単価アップに寄与しています。

セントラルキッチンの活用（一の湯グループ、神奈川県箱根町）

　事業地を移せない旅館･ホテルは、立地する地域自体が良くならないと自施設の成長にも限界

があると認識する必要があります。ある旅館一館がイノベーションに成功し、業績を伸ばしたと

しても、その旅館が立地する地域の価値が上らなければ旅行者総数が大きく増える事はありませ

ん。持続的に成長していくためには、最終的には地域との連携が必要になります。

Ⅰ型の限界
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●地域で、コンセプトや規模を同じくする施設で、異業種との連携で、これまで単体では難しかっ

　た業務の仕組みの改編をしましょう。

※イノベーションの各要素「仕組の改編」「多様な連携」に関わる内容の検討にあたっては、

　本章「2. 各要素の着想のポイント」を参照してください。

※イノベーションの実現に向けて、取り組み内容を実行していく上での留意事項は、

　第３章「イノベーション・プロセス」を参照してください。

連携→業務改善
～地域や施設がまとまって、
業務の仕組みの改編を実現するⅡ型

[ イノベーションのポイント ]

多様な連携

仕組の改編需要の創造

Ⅱ型

●特に小規模な旅館・ホテルでは、少人数で勤務シフトを組んでいることや、集合教育の機会が少な

　いといったこともあり、従業員の能力開発は重要と認識されつつも難しい課題です。これを、立地

　は離れていても類似の経営コンセプトでつながる旅館のグループ内で、従業員の集合教育を行い、

　相互に出向させることで、短期間のうちに仕事に対するモチベーションを高め、業務知識・技術を

　得ることができ、単体施設では実現できなかった能力開発の機会とすることができました（ケース

　編：ケース 2）。

●地域内の中小規模の旅館・ホテルが、これまで言語の問題や予約システムの未整備等から受け入

　れが難しかった外国からの個人旅行者（ＦＩＴ）を誘客するために、インターネットやツイッター

　といった媒体を用いて共同でホームページと予約システムを立ち上げ、そこに英語で地元の案内

　もできるスタッフを介在させることで、中小規模施設全体で新たにＦＩＴという客層を受け入れ

　られるようになりました。利用者にとっても、このサイトで目的地の宿泊施設を広く検索でき、地

　元の情報をツイッターで質問できるため、利便性が高まりました（ケース編：ケース 3）。

[ 具体的な取り組みイメージ (例 )]

■ 理 論 編
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　イノベーションのパターンⅡ型は、施設内のオペレーションや従業員の能力開発、地域が一体と

なった情報発信や販売促進等に関する仕組みの改編を、地域内や複数の施設が連携することで実現

しようというものです。こうした連携によって、これまで単体施設では難しかった業務改善の実現を

目指します。

　仕組みの改編を目標とした連携を組むにあたっては、単体施設や地域、業界において解決すべき課

題を洗い出し、課題認識や解決の糸口を共有できる主体を見つけ出す必要があります。そのために

は、現状のどこに改善の余地があるかとあらためて現場を見直す姿勢や、観光産業の慣習や固定観念

を打破できるような、革新を起こしている他の産業からのアプローチも必要です。

　そして、実際に連携を組むにあたっては、参画者にとって、この連携によるメリットが明確で、しか

も連携条件がシンプルでわかりやすいことが重要です。参画者が一定程度以上集まらないと連携に

よる効果は上がりませんので、いかに参画者を増やすかが重要な点です。

　地域や業界内、そして他産業へも連携先を模索するにあたっては、連携の目的や進め方などについ

てきちんと説明ができ、関係者の利害や面子を乗り越え、合意形成をしながらまとめていける人の存

在が必要です。こうした核となる人物には、連携事業に対する理解とともに、コミュニケーション能

力や信頼感を有することが求められます。

　旅館経営者、特に中小規模旅館の経営者の多くは、事業を継承した時から手探りで経営してき

たため、自らの経営手法に漠然とした不安を持ち、予約台帳の作り方やオペレーションの方法な

どを「他館はどうやっているか」と興味を持っています。

　一の宿倶楽部に加盟する旅館の経営者同士は、強い信頼感で結ばれているため（その多くは商

圏が重ならないほどに立地が離れている）、顧客管理や品質管理、人材育成など、後方部門のかな

り踏み込んだ部分についてまでお互いの情報を出して学び合っています。こうしたつながりが、

単体施設では難しい業務改善を可能にしているのです。

すべてを見せ合える信頼関係から生まれる業務改善
（一の宿倶楽部、群馬県渋川市）
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●今まで連携していなかった者同士が組むことで、今、お客様が求めている商品・サービスを提供

　できるようにしましょう。

●地域や施設がまとまって新商品・サービスを打ち出すことで、インパクトを高めましょう。

※イノベーションの各要素「需要の創造」「多様な連携」に関わる内容の検討にあたっては、

　本章「2. 各要素の着想のポイント」を参照してください。

※イノベーションの実現に向けて、取り組み内容を実行していく上での留意事項は、

　第３章「イノベーション・プロセス」を参照してください。

連携→新しい価値
～地域や施設がまとまって、
新たな商品・サービスをつくるⅢ型

[ イノベーションのポイント ]

多様な連携

仕組の改編需要の創造

Ⅲ型

●「大都市圏に近い温泉地」という優位な立地条件を活かして、温泉地の旅館が共同で、土日休みのような２連

　休がとれない勤労者が仕事帰りにレイトチェックインし、翌日の休日を旅先で過ごせる宿泊プランを造成しま

　した。「マーケットから近い立地」というのは以前から変わらない条件ですが、これを活かした商品化を思い

　付いた若手を信じ、地元の旅館の合意形成といった支援をしながら、新しい商品企画のすべてを任せた地域

　リーダーの存在と連携条件を限りなくシンプルにしたことが、成功の鍵といえます（ケース編：ケース４）

[ 具体的な取り組みイメージ (例 )]

■ 理 論 編
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　地域内や旅館のグループがまとまって新しい商品を作ろうとする際には、各施設の経営者に

事業趣旨に賛同してもらう必要があります。メールやファックスは、同一の情報を一斉に流す

には適していますが、これまでにない新しいことを始めようとする場合、この方法で合意を得

るのは難しいものです。

　湯河原温泉で「今夜は温泉へ帰ろう♪」という商品づくりをした際には、商品造成・販売の

窓口となるじゃらんの担当者が一軒一軒の旅館をまわって経営者に説明することで、多くの参

画者を得ることができました。

　また、国際観光旅館連盟が「宿あそび」というサイトを立ち上げて共同で宿泊プランを販売

した際にも、経営者へ事業趣旨を文書で知らせたうえで、実際にウェブサイトを管理する宿の

担当者へ実務的な説明ができた施設からは、多くの参画を得たとのことです。

連携の合意を得るためには、意志決定権者にFace to faceで説明を

　イノベーションのパターンⅢ型は、これまであまり連携してこなかった地域内の同業者同士が手を組んだ

り、業種を越えて連携したりすることで、お客様が求めている商品・サービスを創り、需要を創造するものです。

同様の新商品・新サービスを単体施設が提供するよりも、地域やグループとしてまとまって打ち出すことで

インパクトが高まります。

　従来、一緒に手を組むことが難しいと思われてきた地域内の旅館・ホテル同士や宿泊施設と飲食店でも、

共有できる理念が一つあれば、それを核として商品づくりができる可能性があります。共有できる理念を見

つけたうえで、連携条件をシンプルでわかりやすいものにすることが重要です。参画者が一定程度以上集ま

らないと連携による効果は上がりませんので、いかに参画者を増やすかが重要な点です。

　留意点としては、コスト削減などの業務改善を主眼とするⅡ型とは異なり、連携の結果生まれる新たな商品・

サービスは、連携参画者の諸条件（ハード･ソフト等）に制約されるため、販売状況（売上額や時期等）に差

が出る可能性があることを、参画者全員が予め認識しておくことが大切です。これは、連携を円満に持続さ

せるための秘訣といえます。

　地域として、または地域を越えて、同じ経営理念等でつながるグループとして、どのような商品づくりが

できるかを検討するにあたっては、今一度、お客様の立場に立って考えることや、観光産業の慣習や固定観

念を打破できるような、革新を起こしている他の産業からのアプローチも必要です。

　地域や業界内、そして他産業へも連携先を模索するにあたっては、連携の目的や進め方などについてきち

んと説明ができ、関係者の利害や面子を乗り越え、合意形成をしながらまとめていける人の存在が必要です。

こうした核となる人物には、連携事業に対する理解とともに、コミュニケーション能力や信頼感を有するこ

とが求められます。
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●今求められている商品・サービスが何であるかを徹底的に考えましょう。

●その商品・サービスを提供できるように、業務の仕組みを改編しましょう。

●地域で、コンセプトや規模を同じくする施設で、異業種との連携で、これまで単体では難しかっ

　た業務の仕組みの改編をしましょう。

●今まで連携していなかった者同士が組むことで、今、お客様が求めている商品・サービスを提供

　できるようにしましょう。

●地域や施設がまとまって新商品・新サービスを打ち出すことで、インパクトを高めましょう。

※イノベーションの各要素「需要の創造」「仕組の改編」「多様な連携」に関わる内容の検討にあたっては、

　本章「2. 各要素の着想のポイント」を参照してください。

※イノベーションの実現に向けて、取り組み内容を実行していく上での留意事項は、

　第３章「イノベーション・プロセス」を参照してください。

連携×業務改善→新しい価値
～業界･地域を挙げて業務改善を実現し､
新たな商品･サービスをつくるⅣ型

[ イノベーションのポイント ]

●現在、多くの旅館で夕食時間までにチェックイン、翌朝 10 時頃にチェックアウトという形態がとられていま

　すが、後方部門の仕組みを改編することなどで、チェックイン・チェックアウトの時間をずらす取り組みも始

　まっています。さらにレイトチェックアウトの流れに合わせて、地元の飲食店も加わって宿の朝食ではなく、街

　中でのブランチメニューを提供する温泉地も出てきました。こうしたお客様からの強いニーズを受けた画期的

　な取り組みを、温泉地全体として「○○温泉は全館でレイトチェックイン（アウト）が可能！」と謳い、共通の看

　板商品としてプロモーションすることで、個々の旅館・ホテルが単独でアピールするよりもはるかに訴求力を

　高めることができました（ケース編：ケース７）。

[ 具体的な取り組みイメージ (例 )]

多様な連携

仕組の改編需要の創造

Ⅳ型

■ 理 論 編

■ 理 論 編
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　イノベーションのパターンⅣ型は、４つのパターンの中で最も広範囲に目配りが求められるもので、地域内外や

業種を越えて連携して後方部門の仕組みの改編を行い、お客様が求めている商品・サービスを創って需要を創造す

るものです。

　具体的には、新たな商品・サービスを提供するために必要な条件（時間・資金など）を業務改善によって生み出す。

それを、単体施設として行うよりも、地域やグループとしてまとまって打ち出すことで、その効果・インパクトを高

めるというものです。

　多様な連携を実現するためには、共有できる理念が一つあれば、それを核として商品づくりができる可能性があ

ります。共有できる理念を見つけたうえで、連携条件をシンプルでわかりやすいものにすることが重要です。参画者

が一定程度以上集まらないと連携による効果は上がりませんので、いかに参画者を増やすかが重要な点です。

　留意点としては、連携の結果生まれる新たな商品・サービスは、連携参画者の諸条件（ハード･ソフト等）に制約さ

れるため、販売状況（売上額や時期等）に差が出る可能性があることを、参画者全員が予め認識しておくことが大切

です。これは、連携を円満に持続させるための秘訣といえます。

　地域として、または地域を越えて、同じ経営理念等でつながるグループとして、どのような商品づくりができるか

を検討するにあたっては、今一度、お客様の立場に立って考えることや、観光産業の慣習や固定観念を打破できるよ

うな、革新を起こしている他の産業からのアプローチも必要です。

　地域や業界内、そして他産業へも連携先を模索するにあたっては、連携の目的や進め方などについてきちんと説

明ができ、関係者の利害や面子を乗り越え、合意形成をしながらまとめていける人の存在が必要です。こうした核と

なる人物には、連携事業に対する理解とともに、コミュニケーション能力や信頼感を有することが求められます。

　来訪者の約８割がビジネス目的の八戸市で、新たに見つけた地域資源を結び合わせて、新商品が生ま

れました。それは、朝の時間帯に着目し、早朝営業をしている銭湯と朝市を乗合タクシーでつないだ、

“朝食の泊食分離商品”ともいえる「八戸あさぐる」です。弱点である２次交通を、乗合タクシーで補っ

ている点も注目です。

　これまでは、ホテルやタクシー事業者がそれぞれ別々に地元の資源（朝市・銭湯）を組み込んだ商品を

作っていましたが、これらが一つになって「八戸あさぐる」というネーミングの下で商品化することで、

宿泊商品として大きなインパクトを持つようになりました。

　このように、従来型の「観光地」ではない都市でも、地域内の多様な連携によりユニークな商品化が可

能となるのです。

地域の意向を結び合わせて一つの商品に
～「八戸あさぐる」（青森県八戸市）
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イノベーション・プロセス～各段階での留意点イ

第
３
章

■ 理 論 編
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　イノベーションを成功に導くためには、実現しようとする最適な理想像を描く（第２章参照）こ

とはもとより、それを確実に実現するための様々な準備・地道な作業が必要です。

　素晴らしい発想があっても、それが“夢”や“空想”に終わってしまっている例は枚挙に暇が

ありません。また、その実現に向けて一歩を踏み出しても、途中で頓挫してしまうケースもしばし

ば目にします。

　これらの原因を見ると、多くの場合、プロセスに手落ちが見つかります。

　本章では、そういったリスクを最小限にするための方法、陥りやすいポイントを解説します。

◆プロセスの重要性

　　・・・そもそも成し遂げようとすることが間違っていては、この後、どんなに適切な作業

　　　　　計画を立てても、またそれがどんなに順調に進んでも成果は出ません。最適なゴー

　　　　　ルが描けていることが大前提です。

　　・・・ここでの関係者とは、一緒にイノベーションに取り組む仲間はもちろん、財政面の

　　　　　支援者となる出資者、世の中に訴えかける主体（テレビ・出版・主要ウェブサイト

　　　　　運営者などのメディア関係者・旅行代理店など）、さらにはお客様（サービス内容を

　　　　　納得して購入したり、利用経験者として評価したりしてくれます）などと、幅広く

　　　　　捉える必要があります。これらの関係者に対し、中長期の事業計画や、商品・サー

　　　　　ビスのわかりやすい説明が必要です。

２ 関係者で理念を共有できていること

　　・・・「いつまでに・誰が・何をするか」について、当面の成果を評価するまでの作業スケ

　　　　　ジュール（施策の内容・規模によりますが、概ね３か月～１年くらい）を明確に定 

　　　　　めて、各担当者が責任を持って取り組むことができる、現実的な行動計画を明確に

　　　　　示す必要があります。うまく物事が進まないパターンで最も多いのが、この作業ス

　　　　　ケジュール・作業分担がしっかりできていないケースです。

３ 作業スケジュール・作業分担レベルに落とし込まれていること

　　・・・ゴールの達成の評価（増加客数・増収額・単価上昇率・コストダウン・作業時間短

　　　　　縮など）はもとより、可能なものについては、各作業段階においても何をもって作

　　　　　業が完遂したかを判断するための基準を定めておくと、緻密な計画管理ができ、必

　　　　　要な計画修正も含めて、最終的なイノベーションの成功が可能になります。

４ 評価基準が定まっていること

――イノベーションを成功に導く４つの掟――

１ 最適なイノベーションのゴール（目指すべき理想）が描けていること

※ゴールの見つけ方の詳細は、第２章を参照して下さい。
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●イノベーションの実現に向けたプロセスは、基本的なＰＤＣＡサイクル（Plan・Do・Check・Action）

　と同じです。

●本章では、このプロセスを大きく「起動」「推進」「継続」の３つの段階に分けて、各段階での

　留意点・陥りやすい“罠”をまとめています。

◆イノベーション・プロセスの全体

■ 理 論 編
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　イノベーションに取り組むにあたって、推進者が身に付けておくべき能力があります。これは、イ

ノベーションに着手し、その推進を加速させる「エンジンと燃料」に当たる部分であり、最初に推進者

自身が身に付けていなくてはならず、外部にそれを任せることはできません。手法やコツを学ぶこと

はできますが、「心」の部分は自らが育てるものです。

　人によって、求められる能力の中に得意不得意があるでしょう。チームとしてイノベーション事業

に取り組む場合は、核となるメンバーの中で、例えば、経営数値に強い人がマーケット分析を、コミュ

ニケーション能力が高い人が対外的な交渉をと役割分担することは可能であり、それぞれの能力を

最大限に発揮できるような体制を組んで事業を進めることも重要です。

　その一方で、外部の知見や支援が可能であり、場合によってはむしろ外部の専門家から学ぶ方が効

率的・効果的な事項もあります（基礎的な経営・業界知識、最新の旅行動向や先進事例、コンサルティ

ング、資金調達など）。ここでのポイントは、まずはこうした外部専門家からのアドバイスや知識を素

直に聴くことであり、これまでに培ってきた地位やプライドを捨て去る勇気です。そして、そのアド

バイスを、自らの立ち位置や前提条件を踏まえて、有効なポイントを抽出したり、応用して適用した

りする分析力と構想力、言いかえれば貪欲さを持つことが重要です。

　仕事に対する情熱、冷静でシビアで真摯な態度、エネルギッシュな行動は、周囲からの信頼獲得に

つながり、事業をリードしやすい環境を整える、大きな要素です。

●｢現状を打破しよう｣という動機と強い意志・覚悟・情熱

●徹底した“顧客思考”（第２章参照）

●目的達成のための“白紙思考”（第２章参照）

●数値の分析や科学的アプローチを追求する冷静さ

●その上での“直感”

●現場への深い思いやり

●理解者・仲間づくりができる誠実さ

●外部のアドバイス・評価を受ける度量

イノベーション・プロセスの全ての段階において求められる心
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　この段階では、どのようなイノベーションを目指すのかを

決めます。そもそも成し遂げようとすることが間違っていて

は、この後、どんなに適切な作業計画を立てても、またそれ

がどんなに順調に進んでも成果は出ません。

　最適なゴールを見つけるにあたっての考え方は、第２章を

参照してください。

●開発しようとしている商品・サービスが、供給者本位の“押し売り”になっていませんか？

　→これまでの成功・失敗の体験、従来の考え方・やり方を一旦忘れ、聖域をつくらず、まっさ

　　らな頭で、お客様の立場に立って商品・サービスを考えることが重要です。

●先進事例を学びながらも、自らに引き合わせる時に、諸条件の違いを並べ連ねて“できない

　理由探し”をしていませんか？

　→他の事例と自らの「違い」ばかりを探していても、新たな学びはありません。自らの事業に

　　応用できる「共通点」は何かという視点を持って、他の事例を参考にしなくてはなりません。

●事業の企画立案にあたって、数字の裏付けのある現状把握を飛び越して、いきなり“直感”

　から入っていませんか？

　→これまでの経験を踏まえた直感は有益ではありますが、数字による客観的な分析に基づいた

　　上での直感でなければなりません。

　→外部からのアドバイス・評価を参考にすることも有益です。

●分析できるデータは一切ないと、数値化への努力を怠っていませんか？

　→稼働率・顧客数・顧客単価・作業時間・アンケート・収入や収益の動向など、経営に関わ

　　る指標を分析することは、経営者としての基本中の基本です。年度推移はもちろん、月別・

　　曜日別などの分析ができて初めて、適切な課題分析・対策立案が可能になります。現時点

　　で整った数値がなくとも、　少し手間をかければ整理できるデータは必ず眠っているはず

　　です。

　→これらの指標は、事業評価（計画進捗状況把握やゴール到達判断）をする上でも必要です。

起動の段階：｢イノベーションへの気づき｣～｢原因分析」

[ 大前提 ]

[ 留意点 ]
１）ゴールの設定（第２章参照）

2）現状把握・原因分析

●イノベーション事業の仲間づくりが、単なる「仲良しクラブ」になっていませんか？

　→一緒に事業を進める仲間づくりの一環として、公式・非公式な交流会の設定は重要です。

　　しかしながら、単に「仲良くなった」だけでは事業は進みません。常に、目標・スケジュール

　　感・緊張感の共有に配慮しながら、事業に取り組むことが重要です。

　→参画者間の温度差を小さくするには、「方向性に関する意思決定への関与」が特に重要で

　　す。事業を推進する中核メンバーについては、全員がこの合意に責任を持つ必要があります。

3）合意形成

■ 理 論 編
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先進事例からの学び方～自らとの同質性を見つける

　新たな取り組みを始めるにあたって、先進事例に学ぶことは有効です。しかし、自らの立ち位置

や前提条件を把握せずに、漫然と視察やヒアリングに出かけるのでは効果がありません。立地条

件や地域資源・人材の蓄積度など、諸条件はそれぞれ異なるからです。

　しかし、ここに一つの落とし穴があります。それは、諸条件が違うからと言って、先進事例から

目を閉ざしてしまうことも多いという点です。成功をおさめたケースに共通して言えることは、

成功してもなお、どのような事例からでも、常に何かを学びたい（学び取ることができる）という

貪欲なまでの姿勢を持っていることです。

　つまり、先進事例と自らとの間にある同質性、すなわち容易に真似できる部分や共感できる部

分を見つけて、そこを集中的に学ぶことが重要です。先進事例を成功たらしめた要因は、いくつも

複雑に入り組んでいて、それぞれが同じように最終的な結果につながっているわけではないはず

です。ある事例において、たとえ最も影響度が大きい成功要因をそのまま真似ても、同じように成

功するとは限りませんし、逆に、ある事例では小さな要因であっても自らには大きな示唆を与え

てくれることもあるでしょう。

現状把握の対象となるデータ

　目標を設定する上で、現状の把握・その原因や課題の分析をするためには、まずは多角的にデー

タを俯瞰する必要があります。わかりやすい例としては、稼働率・顧客数・顧客 / 客室単価・作

業時間・収入収益動向・お客様アンケートなどがありますが、高度なレベルでは、ROA（総資本

利益率）・部門別収益・キャッシュフローなどが挙げられます。これらの数値は、年度推移や月別・

曜日別動向などを見ることによって、より適切な課題分析・対策立案が可能になります。つまり、

いつ・どの現場から利益が上がっているか、どの部署をどのように改善すべきかを理論的に考え

るためには、このような数値をもって行うことが必須なのです。

　経営に関わる指標を分析することは、経営者としての基本です。手間をかけてでもこうした

データを整えるべきなのです。また、これらは融資等を受ける際にも求められるものです。

　そして、これらの数的データをもとに科学的に経営を分析したうえで、最終的にどこにどのよ

うなメスを入れるべきかを判断する際には、これまでの経験や直感が活きてくるのです。

　※経営指標についての詳細は、財務・会計等に関する市販のビジネス書・専門書や、金融関係者等の
　　専門家のアドバイスを参考にして下さい。



innovation40

できているつもりで できていない経営指標への理解

　「黒字なのか赤字なのか」「黒字・赤字の金額はいくらなのか」「どの部門（宿泊、飲食、物販 等）

の金額か」といった経営指標を整える必要がありますが、その計上方法にしばしば“手抜かり”

が見受けられます。

　例えば、従業員の賞与を、それを支払う月に一括して計上することがあるでしょう。現金の状

況（キャッシュフロー）を把握するためには、実際に現金が出入りする時点で計上することも必

要ですが、日々の営業活動における費用と収入を評価しようとする場合、この指標だけでは不

十分です。

　従業員の賞与の例でいえば、通常の場合、半年（または１年）の働きに対する賞与ですから、各月

の事業評価をするためには、各月に6（または12）等分して計上する必要があります。

　同様に、食材等の仕入れや旅行会社からのクーポン収入・手数料も、銀行口座等での現金の出

入りがあった時点での計上だけではなく、どの月の収入を得るために必要となった経費なのか、

どの月の宿泊に対する売上なのかなど実態に合わせて計上することも必要です。

　例えば、1 月 1 日～ 3 日の宿泊客の受け入れのために 12 月に仕入れ・支払いをした食材の

費用も、その顧客から受け取ったクーポンに基づいて 2 月に受け取る旅行会社からの入金も、

現金の出入りとは別に、1 月の宿泊に対する費用・収入という視点で計上を行うことが必要な

のです。

参画者間の温度差との付き合い方①（意思決定への巻込み）

　複数の関係者が協力して事業を進める場合、必ずと言っていいほど問題になるのが、各参画者

の事業への関与度合（温度差）です。この問題に対しては、「温度差があったのでうまくいかなかっ

た」とするのではなく、あらかじめ「必ず起こること」と覚悟して、如何にそれを最小限にとどめる

か、それぞれの局面でできるだけの努力をするべきです。

　その意味で最も重要なのが、「方向性に関する意思決定への関与」です。この段階で、今後関わる

であろう関係者も含め、できるだけ多くの人を巻き込んでおくことが理想的ですが、少なくとも

今後事業を推進していく際の中核となるメンバーについては、全員が意思決定に関与し、その合

意に責任を負うことが必要です。

その分析は、本当に的を射ているのか

　過去の実績や改善活動等について、当事者はそれぞれに成功要因・失敗要因の分析をしていま

す。しかし、これらの原因分析には、実は的を射ていないケースが少なからず見受けられます。

　例えば、現在の旅行業界の厳しい経営環境の原因として「団体旅行が減ったから」というコメン

トが未だに散見されます。20年前であれば、まだそれで良かったのかもしれませんが、現時点で

は　「旅行の個人化、ニーズの多様化に対応できなかったから」とか「特に平日の利用客の掘り起

こしができていなかったから」といった、さらに一歩も二歩も踏み込んだ原因分析が必要です。

　的を射ていない原因分析は、結果として誤った対策を導いてしまう危険があります。例えば、現

在において「団体旅行が減ったから」と分析をしたとして、「では、いかに団体客を増やすべきか」

といった対策（ばかり）に頭をひねることは、現実的ではありませんよね？

■ 理 論 編
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②
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推進の段階：｢事業計画の策定｣～「効果的な情報発信」

[留意点 ]

●目的・目標が不明確になっていませんか？

　→何を目的としたイノベーションであったのか、どういう状況になればそれが達成できた

　　と言えるのか、作業を進め始めるとこの点が忘れ去られてしまったり、当初のシンプル

　　であった、最も大事な考え・想いに、様々な参画者の思惑が加わって、次第に不明確に   

　　なってしまう危険性があります。具体的な行動に移る前に、これをゆるぎないものとし

　　ておく必要があります。

　→目標、特に、どういう状況になればイノベーションが達成できたとするかを測る評価基

　　準の設定にあたっては、起動段階の現状把握で用いた数値（コラム「現状把握の対象とな

　　るデータ」参照）を使用すると、後に検証がしやすくなります。もし適切な指標がない場

　　合は、この段階で調査し数値化しておく必要があります。

１）目標設定

●事業計画や作業スケジュール、作業分担は、無理のある計画となっていませんか？

　→最終的に目指す理想像、そのために何年後くらいにどのようなことをするのかといった

　　中長期的な事業計画（ロードマップ）は、資金調達や参画者への説明に必要不可欠なもの

　　です。

　→しかし、それだけでは夢や空想に過ぎません。「いつまでに・誰が・何をするか」について、

　　当面の成果を評価するまでの作業スケジュール（施策の内容・規模によりますが、概ね

　　３か月～１年くらい）を明確に定めて、各担当者が責任を持って取り組むことができる、

　　現実的な行動計画を明確に示す必要があります。うまく物事が進まないパターンで最も

　　多いのが、この作業スケジュール・作業分担がしっかりできていないケースです。これ

　　を作成する上で重要なことは、当面の成果を評価するまでの期間にどのような作業が発

　　生するかをできる限り細かく列挙し、その上で適切な作業分担をすることです。

2）事業計画・作業スケジュール・作業分担

●商品・サービス開発だけに注力して、消費者へ届けるための告知・販売方法の検討がおろ

　そかになっていませんか？

　→特に「需要の創造」に関するイノベーションを実現しようとする場合、商品やサービスの

　　内容についてばかり議論し、実際の商品の購入プロセスをイメージした情報発信・販売

　　チャネルの検討がおろそかになる傾向があるようです。供給者本位ではなくお客様の立

　　場に立って考え、商品・サービスの内容やターゲットを考慮して、宣伝・販売方法を検

　　討することは、マーケティングの基本です。

3）情報発信・販売の計画

[ この段階で求められるもの ]
　●明確な目的設定と、それに合致した目標（評価基準）の策定

　●現実的な事業計画・作業スケジュール・作業分担の策定・説明

　●販売・情報発信の最適なツールの選定・活用

　●参画者（従業員含む）への配慮

　●若い世代が活躍できる体制

■ 理 論 編



innovation 43

資金調達

　事業のための必要資金が大きくなる場合、外部からの資金調達が必要となります。行政による

支援制度がある場合もありますが、永続的な事業展開を目指す以上、最終的には事業者の負担で

賄うことが大原則です。事業収入から事業資金を確保するという計画を前提として、関係者の出

資・金融機関等からの融資を受けることになります。

　厳しい経営状況にある事業主の場合、金融機関等からの融資を受けにくいという事実はありま

すが、経営状況が悪いことと、経営改善の努力をあきらめることとは次元が異なります。

　現時点での負債の大きさと、今後の経営改善は別のものとして考え、説得力のある中長期的な

事業計画の策定・説明、その前提として経営指標をきちんと開示して、出資者の理解と信頼を得

る努力を怠ってはいけません。

作業スケジュール・作業分担

　「いつまでに・誰が・何をするか」という作業スケジュール・作業分担表を作成する上で重要

なことは、当面の作業成果を評価するまでの期間に、どのような作業が発生するかをできる限り

細かく列挙し、その上で適切な作業分担をすることです。１つの例として下表をご参照ください。

販売・情報発信の検討

　最近ありがちなケースとして、どんな商品・サービスでも「告知はウェブで行う」として、結果

的に実績が思ったより伸びなかった、ということがあります。

　もちろん、ウェブ告知は現在の情報発信方法として、最低限必要なことであるのは間違いあり

ません。

　しかし、その商品・サービスがターゲットとしている客層にとって、果たしてウェブが最も有

効な手段なのでしょうか？さらには、ウェブ上に掲載しても、キーワード検索で上位に表示され

るような工夫をしているでしょうか？

　ターゲットと、商品（Product）・価格（Price）・宣伝（Promotion）・販売チャネル（Place）を一

体として検討するのはマーケティングの基本であり、これに関するビジネス書・専門書も豊富に存

在します。また、ウェブの検索エンジン最適化（SEO）については、専門的なノウハウも必要です。

※計画管理についての詳細は、プロジェクトマネジメント等に関する市販のビジネス書・専門書を参考に
　してください。
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参画者間の温度差との付き合い方②（情報共有化）

　参画者の間には温度差が生じることを前提としておくべきであることは、先に述べたとおりで
す（コラム「参画者間の温度差との付き合い方①」参照）。特に推進段階に入ってからは、途中参画
するメンバーも多く存在するため、これらのメンバーは尚更のことですが、初期からの参画者と
の間でも、温度差が大きくなってきていないか、常に気配りや頻繁な情報共有の働きかけが必要
です。
　そこで重要となるのが、事業計画全体についての明確な説明と頻繁な確認、そして情報の質・
量と情報共有タイミングの格差をなくすことです。特に、時々で変化する状況や行き交う情報を
リアルタイムで共有するために、成功している事例の多くにおいては、メーリングリストが活用
されています。

●中核メンバーはもとより、その後新たに参画するメンバーとの認識の共有は十分できてい

　ますか？

　→起動段階では、中核メンバーだけでの検討であったかもしれませんが、実際に事業を進

　　めていく上では、広く参画者を募り、商品・サービスの開発や業務改善についての協働

　　や、イノベーションを推進するための事務局部門として作業分担をすることもあります。

　　新たなメンバーを含め、参画者の温度差が大きくなっていないか（コラム「参画者間の温

　　度差との付き合い方①～⑤」参照）、脱落してしまいそうなメンバーはいないか、常に気

　　を配り、状況に応じて、公式・非公式の形でコミュニケーションを図ることが必要です。

4）参画者への配慮

参画者間の温度差との付き合い方③（途中参画者）

　参画者間の温度差を最小限にとどめる方法として重要なのが、「方向性に関する意思決定への
関与」であることは先に述べたとおりですが（コラム「参画者間の温度差との付き合い方①」参
照）、推進段階に入ってから参画するメンバーには、残念ながらこのチャンスがありません。
　しかし、諦めることはありません。推進段階では、商品・サービスに関する具体的なアイディア
の抽出や立案、業務の見直しにあたっての実態の検証や改善提案が求められます。この点におい
ては、例えば、お客様の反応や売れ筋、作業動線や適正な要員配置など、現場（参画者の個別の状
況、従業員の日々の感覚等）の経験や知恵が必要となります。
　事業の途中からの参画であっても、理念を共有してからは、参画者に共に考え、主体的に行動し
てもらう機会を作ることで、事業への関与の度合いを高め、温度差を最小化することができます。
また、成功している例では、こうした途中からの参画者が大きな役割を果たしていることも、少な
くありません。

■ 理 論 編
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多くの参画者を得る２つの秘訣

　参画者間の情報レベルの格差をなくすためには、メーリングリストなどで情報を共有すること
が有効ですが（コラム「参画者間の温度差との付き合い方②」参照）、そもそも事業への賛同を得る
ためには、要所要所での Face to Face での（面と向かい合っての）説明・説得が絶対的に必要で
す。
　また、どんなに明確で魅力的な事業であっても、参画するための条件が複雑なものであっては、
そのために必要な準備が多くなり、参画しようというモチベーションを下げるばかりで、結局、連
携が進まないという結果になってしまいます。同時に参画条件が複雑なものは、お客様にとって
もわかりにくい商品・サービスになってしまっている可能性があります。商品・サービスの内容
と連携への参画条件は、できるだけシンプルにすることが、大きな成功要因となります。

参画者間の温度差との付き合い方④（効率化のための連携）

　「多様な連携」をしながらイノベーションを推進する場合、特に「需要の創造」について連携する
場合は、売上や稼働率が上がるといった「プラスの効果の大きさ」が参画者によって差が出たり、
利益配分の仕方について微妙な調整が必要となってきます。
　これよりも、コストダウンや作業の効率化といった、程度の差こそあれ少なからず参画者が一
様にメリットを期待できる「仕組の改編」についての連携の方が、協力を得られやすい傾向がある
ようです。
　地域の祭りやイベント、共同企画商品の設定など、従来から協力体制が確立できている者同士
の連携を除き、新たに協力基盤の構築をゼロからスタートする必要がある場合は、まずはコスト
ダウンや作業の効率化を目的とした連携で成果を積み重ねていくのも一つの方法です。

参画者間の温度差との付き合い方⑤（言いにくいことも言える関係）

　コストダウンや作業の効率化を目的とした連携が、比較的参画者の協力を得られやすいことは先
に述べたとおりですが（コラム「参画者間の温度差との付き合い方④」参照）、それよりも難易度が高
い、新たな商品・サービスの提供を目的とした連携の場合、その結果は、参画者の諸条件（ハード･ソ
フト等）や自己努力に影響されるため、ほとんどの場合にメリットに差が生じます（売上額の大小
や、効果が出る時期の早い遅い等）。
　この点については、「連携内容の検討は民主主義的に行うが、その結果は自由主義的となる」とい
うことを、予め参画者全員で共有しておくことが重要です。
　言葉にしにくいことではありますが、こうした「言いにくいことも言える関係」を予め作っておく
ことが、より大きな信頼関係につながります。利害関係や私的な人間関係が複雑に入り組む場合、こ
のような事業推進や合意形成にあたって、潤滑油として、外部のアドバイザーの言葉を借りる方法
も有効です。

●若手に権限と責任を与えず、単に作業員として役割を押し付けていませんか？

　→パソコン・携帯・メールを使った情報共有や宣伝、女性や若年層をターゲットとした商品・

　　サービスの開発、いままでの常識にとらわれないアイディアの抽出など、これまでのイノ  

　　ベーションの成功事例を見る限り、そこには必ず“若手”の存在があります。　→これらの

　　事例では、単に作業の手伝いとして若手を“利用”しているのではなく、検討・立案・説明

　　といった責任と権限を与え、一中枢スタッフとして“起用”しています。

　→こうしたことが、次世代の育成にもつながり、イノベーションの継続に寄与しています。

5）若い世代の参画
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[ この段階で求められるもの ]
　●目標達成の度合いの評価

　●冷静・適切な成功要因・失敗要因の分析

　●必要に応じた事業計画の軌道修正や方向転換

　●関係者（出資者含む）への説明（事業報告書）

　●長期的視点に立った組織作り、人材の確保･育成

継続 の段階：｢事業の評価｣～｢組織・人の育成」

[ 留意点 ]

●事業目的に合った評価基準で事業評価ができていますか？また、その結果に対して、適切

　な原因分析（成功・失敗の要因分析）ができていますか？

　→評価基準は、予め設定しておくことが理想的ですが、計画を進めながら設定したり、ある時

　　点での状況・数字を見てその場で評価したりせざるを得ない場合もあります。重要なこと

　　は、イノベーションの目的に合致した基準で評価することです（収入増が目的である施策

　　に対して、組織活性化の効果を基準に成否を判断してはいけません）。

　→また、その結果についての原因分析（成功・失敗の要因分析）は、的を射たものでなければ

　　意味がなく、そのためには外部のアドバイスを受けることも有益です。

　→そうした結果を踏まえて、必要に応じて事業計画の軌道修正や方向転換を余儀なくされる

　　場合もあります。

　→事業を継続する場合でも見直す場合でも、参画者間で評価結果・分析結果を共有するこ

　　とが、次のイノベーションの成功に向けた礎になります。

１）事業の評価

●一部の有志だけで進める取り組みとなってしまっている、そしてそのような状況であるこ

　とを嘆いていませんか？

　→イノベーション（革新）→その技術の普及・改善→次のイノベーション→……は絶えず繰

　　り返し続けていく必要があります（第１章「イノベーションの必要性」参照）。参画者の理解

　　が得られなかったり、参画者間に温度差があったりしたことが、失敗の原因だとして嘆い

　　ている限り、永遠にイノベーションは起こせません。むしろ、参画者の理解を得て、温度差

　　を小さくしていくこと、また特に若い世代に情熱やノウハウを引き継いでいくことが、次

　　の一手を考え続けられる組織と人づくりにとって必要です。

　→そして、若手の育成のためには、地元の年長者・現在の地域リーダーが、意識的に若手に

　　活躍の場を与えることが必要です（「推進の段階」の留意点５を参照）。

　→こうしたことが、観光産業の魅力（仕事のやりがい）を創出し、優秀な人材の確保・定着に

　　つながるのです。

２）組織作り・人材の育成

■ 理 論 編
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目的の達成度合いを測る指標

　事業評価を行う際に意識すべきことは、当初設定した目的の達成度合いを測るために適した指

標を用いているか、ということです。

　成功・失敗を含め、イノベーションの取り組みについての聞き取り調査等を行うと、新たな商

品・サービスの提供によって収益増を目指した事業であったにもかかわらず、最終的な事業評価

として、「増収には繋がらなかったが、閉塞的な組織を活性化できた、地域の連携が深まった」「少

なくとも市場に新しい商品を伝えることができた」「マスコミに取り上げられた」などといったコ

メントを得ることがしばしばあります。このような評価は、イノベーションを進める過程におけ

る、途中のある段階での“進捗評価”とはなりますが、“事業結果の評価”としては不適切です。

　目的の達成度合いの評価は、あくまでその目的が達成できたか否かをシビアに見つめる必要が

あります。それができて初めて、適切な原因分析に進むことができるのです。

事業に失敗はつきものである

　事業評価をしているにもかかわらず、その目的の達成度合いとは関係のない指標で評価をして

いるケースがよくあることは先に述べたとおりですが（上記コラム「目的の達成度合いを測る指

標」）、こうしたケースの背景として、これまでのせっかくの取り組みを否定したくないという感

情や、参画者のモチベーションを下げたくないという意識が働くことが挙げられます。

　しかし、そもそもイノベーションはそれほど簡単に成功するものではありませんし（簡単に成

功するのであれば、経営者の悩みなど無いはずです）、失敗に終わることの方が圧倒的に多いと考

えておくべきです。

　評価の段階で感情や印象を意識するよりも、失敗する覚悟も含めて参画者と共有しておくこと

の方が重要になります。

　例えば「需要の創造」に向けて新たな商品・サービスを提供しようとした場合でも、実際に提供

する際はいくつかのメニューを試行することになるのです。そして、計画・準備の段階で、各メ

ニューについて、できる限り失敗の原因となりうるものを取り除く（商品内容・価格・宣伝・販

売など、考えられる限り最適な状態としておく）ことで、どのようなタイプの商品・サービスが顧

客に受け入れられるのか、できるだけ正確に見定めることが必要なのです。

評価指標の策定

　事業評価を行う際に用いる評価指標については、起動段階の現状把握の際に適切な指標を見つ

けられれば良いのですが、イノベーションという革新的なことに取り組む場合においては、必ず

しも既にあるデータから適切な指標が求められるとは限りません。むしろ、「何か新しいことを始

めよう・始めなければならない」といった勢いや危機感から、評価指標の設定をせずに取り組み

をスタートさせてしまうケースもよくあります。

　その際は、途中の段階でも手遅れではありませんので、改めて指標を探し出したり、調査を定期

的に行うなどして達成度合いを観測していくことも可能です。

　何も評価基準を持たず走り続けることの危険と比べれば、十分に意味のあることです

※経営指標・評価指標（KPI ／重要実績指標・KGI ／重点目標達成指標）についての詳細は、財務・会計・
　ビジネスプロセス等に関する市販のビジネス書・専門書や、金融関係者等の専門家のアドバイスを
　参考にして下さい。
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