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１．サービス産業の高付加価値化におけるＩＴ活用の重要性 
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サービス産業におけるＩＴ活用の意義 

サービス産業の付加価値は、ビジネスプロセスや情報に付随するウェイトが大きく、

事業変革の実現にはＩＴを活用することが有効。 

 さらに、近年、世界中のあらゆる「ヒト」「モノ」「サービス」がインターネットとつながり、

サービス産業分野でも、画期的なビジネスデザインを生み出したＩＴ企業が市場を席

巻する状況が発生。 

 

 我が国のサービス業においても、ＩＴの活用による競争力の強化が不可欠。 

 ＩＴによって高付加価値な、差別化されたビジネスをデザインできるかが鍵。 

「ＩＴによる今ある業務の効率化」のフェーズからの脱却が必要。（攻めのＩＴ投資へ

の転換） 
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サービス業のＩＴ活用事例①（アパレル小売業） 

小売業は扱う商品の種類が多く、頻繁な精算作業と商品管理が必要 
 ⇒ ＩＴの活用により精算・商品管理作業を大幅に効率化 
 店舗内の全商品（約６０００点）に電子タグを装着。店舗での棚卸の作業を大幅に短縮（４０時間→４時間）。 

電子タグの価格が低下（ 約60円（2008年）→約20円）したことも導入の背景。 

 出荷・検品、登録・売上登録まですべてを電子タグを利用して管理。本部から店舗間の商品移動、売価の変
更等を指示。適正在庫の維持により販売機会のロスを防止。 

株式会社ビームス 
事業内容 紳士服、婦人服、バッグ、靴、雑貨等の販売 
創業  昭和５１年（１９７６年） 
従業員数 １４７８名（２０１１年６月現在） 

 日本アパレル・ファッション産業協会のデータでは、
棚卸に要する時間は、２万５千着の場合、２日半から
２時間半に短縮することが実証。 

 ＰＯＳシステムとＲＦＩＤリーダ・ライタを連携。 
 適正在庫の維持等により、在庫切れによる販売機会のロスを未然に

防止。 

 物流センターでは入荷された商品は 
段ボール箱ごとコンベヤに流しながら
自動読み取り。 

アメリカの調査においては、ＲＦＩＤの導入により 
 売上が３～１０％増加することが実証 
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小売業は来店客数の増加が重要な課題 
 ⇒ 顧客別のクーポンを発行し、来店のリピート率を向上 
 スーパー、ドラッグストアなどの店頭のレジで、消費者一人一人の購買履歴に応じたクーポンを発行。 

 通常のクーポン使用率（１％程度）から大幅に使用率を向上（２５％程度）、追加購入や再度の来店を促進。 

サービス業のＩＴ活用事例②（小売業） 

6 
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＊個人を特定し得る情報は含まれない 

清算時にレジでクーポン発券 

過去の購買履歴 

対象商品（金額）の購買 

イオングループ、イトーヨーカドー、ライフ、ツルハドラッグ等  大手37チェーンが導入（全世帯カバー率＝93.4％） 

購買行動データ（Big Data）の蓄積→分析→個々の消費者に最適なメッセージを発券→再来店促進 

主な蓄積データ： 
・週間7,400万人分の購買データ 
・消費者の過去2年分の購買履歴 

【サンプル券面】 

データ分析したクーポンの利用率：25%程度 
通常のクーポン使用率： 1%程度 

消費者が“いま買ったもの”や、 
“これまでに買ったもの（過去の購買履歴）から

データ分析する 

カタリナ マーケティング ジャパンがソリューションを提供 



接客サービス業は自社のサービスの現状の把握が困難 
 ⇒ ＩＴの活用により従業員の行動を見える化し、最適な人員配置を実現 
 接客サービスは多数の従業員の配置が必要な一方、サービス品質の向上の前提となる現状の配置の適切

さの確認が困難。 
 店舗で接客にあたる従業員にセンサーを付け、従業員の行動を計測。産総研と共同での導入実験を実施し

た後、自社の事業に導入。 
 従業員の行動パターンを可視化し、導線分析などを行うことにより、店内のオペレーションを改善。経常利益

率が10ポイント増加。 

接客担当者の客室滞在時間が、業務
時間の5割程度ということが判明。 
 

頻繁に調理場や事務所へ行き来して
おり、接客に注力できていなかった。 

がんこフードサービス株式会社 
事業内容 フードサービス事業 
創業 昭和38年（1963年） 
従業員数 ７３２名（2012年8月15日現在） 

サービス業のＩＴ活用事例③（飲食サービス業） 
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宿泊業は接客等で多忙なため、情報の入出力や共有が困難 
 ⇒ モバイル等の端末を活用し、顧客個別のニーズに応えるサービスを提供 

 自社に適した情報共有、業務効率化、蓄積したデータの分析・活用等を実現。クラウドプラットフォームを利
用し、自社の社員でシステムを構築。低コストで円滑な機能追加が可能。 

株式会社 陣屋 
所在地 神奈川県秦野市 
事業内容 旅館・レストラン・ブライダルの運営 
創業  大正７年（１９１８年） 
従業員数 ４０名 

 日々の業務に必要な全ての機能を陣屋コネクト上で一元管理 
 最新のお客様情報と予約情報を随時更新 

⇒情報の共有によりスタッフのマーケティング意識を向上、宿泊客の満足度向上の
ための接客にも注力 

⇒２００９年導入後、４年間で売上増加 ２．９億円⇒４．６億円 （＋６０％）、 
ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税引き・償却前利益）が改善 －６０００万円 ⇒ ＋７０００万円 

自社でカスタマイズ
が可能なプラット
フォーム上に各種の
機能を配置 

タブレット端末も活用 

サービス業のＩＴ活用事例④（宿泊サービス業） 
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ＩＴの活用により高付加価値化に成功しているサービス企業の特徴 

1. 経営者や事業部のリーダーがＩＴの戦略的活用に意識を持ち、ビジ
ネスの構築を主導。 
 

2. スマートフォン、タブレット等のモバイル端末やセンサーも活用し、
現場におけるリアルタイムでの利用に適したシステムを導入。 
 

3. 現場から収集した情報を分析・活用することにより、商品やサービ
スの高付加価値化や抜本的効率化を実施。 

高付加価値化に成功している企業には、以下の特徴を有している場合が多いのではないか 
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２．日本のサービス業におけるＩＴ活用の現状と課題 
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製造業に比べ、サービス業は従来のシステム運用にとどまっている企業の割合が高い。 

⇒「攻めのIT投資」によるビジネス革新が進んでいないのではないか？ 

我が国のＩＴ投資の現状（業種別比較） 

日本の産業別のTFP水準（米国を100とした場合の割合 2003-07平均） 
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システムがない 

※ 自社の取組状況を 
上記から選択回答 

出典：『平成24年情報処理実態調査』 

出典：経済産業省『通商白書』(2013) 

従来構築してきたシステムを運用 
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攻めのＩＴ投資が進まない原因① 
企業の意識（経営層） 

ＩＴ予算を増額する企業における、増額予算の用途 

米国は「製品やサービス開発強化」「ビジネスモデル変革」が上位である一方、日本は「ＩＴによる
業務効率化／コスト削減」に主眼が置かれている状況。 

 ＩＴ関連技術の動向に対する理解も、米国と比較すると大きく劣後。 

出典：一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）  
「ITを活用した経営に対する日米企業の相違分析」調査結果（2013年10月） 12 



現状では、企業内のＩＴ部門は「守りのＩＴ」が担当業務だと社内で認識されている。 
 ＩＴ部門は主体的にビジネスに関与する組織と認識されていない。 
ユーザ企業が社内にＩＴ技術者を十分に確保していない状況も、日本において攻めのＩＴ投資が 

進みにくい要因となっている可能性。 
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出典：米国労働省 労働統計局統計資料、 
NASCOMM、アジア情報化レポート、IPA IT人材白書2010 等 
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安定稼働のための運用・管理 

セキュリティ体制の維持・運用 

利用部門のニーズに応じた構築・刷新 

全社的ＩＴ戦略・施策の統括 

業務プロセス標準化の旗振り 

ＰＣなどの管理 

ビジネスにおけるＩＴ活用の目利き 

最新ＩＴを用いた新ビジネスの提案 

経営戦略の推進 

ＰＣなどの使い方に関する相談相手 

ステークホルダーの取りまとめ 

ＩＴの最新動向に関する相談相手 

その他 

利用部門がIT部門に期

待する業務（n=916） 
ＩＴ部門が注力する業務

（n=509） 

社内の利用部門がＩＴ部門に期待する業務と 
ＩＴ部門が注力する業務 

日米のＩＴ技術者の分布状況 

出典：日経コンピュータ（2014.1/23） 

請負人 ３９．６％ 

門番 ２１．６％ 

抵抗勢力 １４．８％ 

参謀 １１．７％ 

パートナー １１．２％ 

先導者 １．１％ 

利用部門が 
ＩＴ部門に抱くイメージ 

（n=912） 

攻
め
の
Ｉ
Ｔ 

出典：日経コンピュータ（2014.1/23） 

守りのＩＴ 

攻めのＩＴ投資が進まない原因① 
企業の意識（ＩＴ部門の位置付け） 
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（参考）外部からの評価による企業の取組促進 

企業の取組を見える化することで経営者の意識の向上を図る先行的な取組としては、

例えば、女性の積極的な活用を図っている企業をまとめた「なでしこ銘柄」などがある。 

東京証券取引所 「なでしこ銘柄」 

女性社員を積極活用し、経営効率も高い銘柄を
基準に基づき評価・選定し、１７社をなでしこ銘柄
として公表 （２０１３年２月） 
 
スコアリングは、国内外の企業の環境・社会・ガバナンス（ESG）側
面の調査・分析を手がける株式会社日本総合研究所により実施 

製造業Ａ社 
社長が主導して女性の採用者数や管理職への登用者数等

の目標を設定。 
目標の達成に向けた進捗状況を公表。（ ２０１３年１２月） 

２０１３年１１月以降、なでしこ銘柄の選定基準を
踏まえた内容で女性の活躍に関する自社の取組
状況の公表が促進。 
その他、多数の企業が取組の公表を開始。 
取組について情報を開示している企業： 1,150社（2014.2.14現在） 
（上場企業3,552社中32.4％） 

企業からの銘柄への関心が高い状況を踏まえ、
各社での取組を促すために選定の基準を公表。
（２０１３年１１月） 

 2011 年の発足時に比べ、女性管理職（課長職相当以上）が、
約 3.5 倍の 76 名（2013 年 11 月現在）に増加 

 2015 年度は、管理職登用者の 30%を女性を含むダイバーシ
ティタレントとすることを目標に設定。 
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攻めのＩＴ投資が進まない原因② 
ビジネスへのIT活用能力を有した人材の不足 

商品・サービスの高付加価値化を主導することが期待される、データ分析能力を有する人材の
供給状況は、日本は諸外国と比較して低い水準にある。 

一方で、企業と大学が連携しビジネスでのＩＴ活用ニーズに応える人材を育成、起業を目指す取
組が一部ではじまっている。 

データ分析能力を有する人材の供給状況（上位10カ国） 

出典：McKinsey Global Institute  
        「Big data : The next frontier for innovation ,  competition , and productivity」2011.5 

（千人） 

大学と連携したＩＴ活用人材の育成 

 地域のベンチャー企業や自治体と連携し、イノベーションに挑戦する
精神と技術力を持つ創業意識の高い若手人材を育成。 

 地域や企業の抱える課題やニーズを把握の上、テーマを設定・選択。
テクノロジベンチャーへの発展を意識しながらテーマに関連して、新
製品、新サービスにつながる研究・開発を実施。活動を通じて、ベン
チャー創業活動の擬似体験。 

学生1000人当たりの大学発ベンチャー数は全国１位。 
（25社） 

会津大学 

日本はデータ分析能力を有する人材の供給が 
他国と比較して低水準となっている ２０１３年から経営学部内にデータサイエンティストの養成

講座を設置。 

立教大学 
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過去に構築した情報システムの運用コストが負担となっているために新たなＩＴ投資の費用が
捻出できない可能性。 

導入から期間が経過したシステムはカスタマイズ部分の増加やハードウェアの老朽化等で保
守費用が増加する可能性。 

 また、既存のシステムがデータの活用や機能の追加が技術的に困難なため、新たなＩＴ投資の 
際に高額の費用発生等の原因となっている可能性。 

攻めのＩＴ投資が進まない原因③ 
維持費の高い既存の情報システム等の存在 
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出典：ＪＵＡＳ『ユーザー企業ソフトウェアメトリックス調査２０１３』 

自社開発のシステム稼働後の平均年間保守費用 （万円） 

（社） 
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

個人用スマートフォン（タブレット端末）を

利用せざるを得ない 

その他 

業務用としてスマートフォン（タブレット端

末）を購入する余裕がない 

スマートフォン（タブレット端末）の管理負

担が重い 

既存のシステムとの連携ができない 

スマートフォン（タブレット端末）の業務利

用のメリットが少ない 

スマートフォン（タブレット端末）に対応し

たシステム環境を整備できない 

スマートフォン（タブレット端末）の業務利

用ルールの策定が難しい 

セキュリティへの不安 

スマートフォン及びタブレット端末の業務利用の課題 
（複数回答可） 

出典：『平成24年情報処理実態調査』 

（582件のプロジェクトのデータを収集） 
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 近年、「硬直したシステム」から「柔軟なシステム」に転換するための手法が現れてきているが、まだ、十分
な普及が図られていない状況。 

硬直したシステム：拡張性が小さく、保守・改修費用が高い。ユーザ主導でのシステム構築・変更が困難。 
柔軟なシステム：拡張性が大きく、容易に改修可能。ユーザ主導での機動的なシステム構築・変更を実現。 

スパゲティ状態化（複雑化）したシステム 

 

・保守性が低い 
 （費用・時間がかかる） 
・変更時の失敗リスクあり 

 システム間の接続が整理されたシステム 
 

 
    
      
     

（参考）既存の「硬直したシステム」から脱却し「柔軟なシステム」へ転換するための手法 

 
  

   

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
 

（１）システム間のデータ交換ハブの導入による低コスト
での拡張性確保 

データ交換を行うハブを構築し、システム間の接続を整理。 
既存システムからの拡張や、段階的なリプレイス等が容易に。 

（２）プログラミングのいらない開発環境導入による、 
ユーザー自身の機動的な情報システム構築 

業務プロセス図から自動的に情報システムを構築する開発
エンジン※２が実用化されている。 

中小企業等でも導入が可能となってきている。 
業務プロセスの見える化により業務標準化やBPOにも効果。 

ユーザ 

※１ EAI（Enterprise Application 
Integration）や、ESB（Enterprise 
Service Bus）と呼ばれる。 

17 

データ交換ハブ※１ 

Aシス
テム 

Bシス
テム 

Cシス
テム 

Dシス
テム 

Eシス
テム 

Fシス
テム 

Gシス
テム 

Hシス
テム 

・保守が容易 
・変更が容易 

出典：「BigData 第4回 ビッグデータ時代の情報
連携基盤」（OGIS International, Inc. 大村
伸吾／株式会社オージス総研 大場克哉） 

・ユーザ自身で操作し、業務プロセス図を記述 
 →図の操作のみで、プログラムを記述する 
   必要がないため、高度な知識が不要 

ワークフローに基づく 
ITシステムを自動構築 

・ユーザー自身が
メンテナンス可能 
→早いビジネス変
化に対応 

→コスト低減 

※２ BPMN（Business Process Modeling Notation）エンジン等  

出典：日本BPM協会 



モバイル端末やクラウドの導入に関するアンケートでは、多数の企業が課題として「セキュリ
ティへの不安」と回答。新たな技術やシステムへの不安が導入の障害となっている可能性。 

 また、データの利活用に際してはパーソナルデータの取扱いに対する懸念が存在。 

出典：『平成24年情報処理実態調査』 

攻めのＩＴ投資が進まない原因④ 
セキュリティやプライバシーへの懸念 

（社） 
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

個人用スマートフォン（タブレット端末）を利

用せざるを得ない 

その他 

業務用としてスマートフォン（タブレット端

末）を購入する余裕がない 

スマートフォン（タブレット端末）の管理負担

が重い 

既存のシステムとの連携ができない 

スマートフォン（タブレット端末）の業務利用

のメリットが少ない 

スマートフォン（タブレット端末）に対応した

システム環境を整備できない 

スマートフォン（タブレット端末）の業務利用

ルールの策定が難しい 

セキュリティへの不安 

スマートフォン及びタブレット端末の業務利用の課題（複数回答可） 仮想化やクラウドを進める上での懸念事項 

出典：京セラコミュニケーションシステム 

パーソナルデータの取扱いに対する懸念が問題となった事例 
 2013年6月、ＪＲはＳｕｉｃａにより収集された乗降履歴、性別、
年齢等の情報を匿名化した上で日立に販売することを発表し
たが、消費者・マスコミの批判が集中し、販売を中止した。 
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【ＢＹＯＤの導入 （BYOD: Bring Your Own Device）】 
モバイルデバイス管理システム（MDMシステム）導入による安全な私物スマートフォンの活用 

モバイルデバイス管理システム（MDMシステム） 

○統一したポリシーの下に遠隔から複数の端末を一元管理
することができるシステム。 

○私物デバイスにインストールすることで、 
 （１）紛失・盗難時の遠隔操作によるロック 
 （２）不正なアプリケーションの利用制限 
 （３）遠隔からのセキュリティポリシーの一斉適用 
 等が可能となる。 

事例 大成建設 
○社員の約半数がダムや高層ビルなど建築現場で働いており、従来は社内システムを使うためには、専用のパソコンを設
置した仮設事務所に戻る必要があった。また、営業、設計、施行、調達、労務管理など部門横断で行う業務が多かったこ
とから、コミュニケーション基盤を強化する必要があった。 

○このため、2013年10月に全社員9000人を対象に私物端末の利用を許可。専用のセキュリティソフトを端末に入れれば、個
人のIDとパスワードを入力するだけで社内システムに接続できるようになった。 

○これにより、外勤の社員が時間や場所を問わず社内システムに接続ができ、生産性が向上。さらに、海外出張や出向先、
育児休暇中や病気療養中など、インターネット環境からしかアクセスできない社員が、会社の状況を知る環境が整った。 

○今後、グループ会社２万人にまで拡大していく方針。 

（参考）攻めのIT活用と情報セキュリティを両立させた事例 

導入時 運用時 廃棄時 

【利用イメージ】 

複数の端末を一元管理 
確実にセキュリティポリシーを適用 
遠隔操作でのデータ消去 
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３．政策の方向性（案） 
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（１）サービス業の経営者における認識の向上 
○サービス業の経営者が、ＩＴ投資を重要な経営戦略の一環と捉えられるよう、投資家等か

らの評価のための枠組みや、そのための指標の導入等を促進していくことが必要では 
ないか。 

※「攻めのＩＴ投資」は、以下のような観点から評価できるのではないか。 
 

①経営層のリーダーシップ（経営戦略としての立案、意思決定体制）、 

②ＩＴの戦略的活用によるビジネスモデル（顧客への新しい価値の提供、リアルタイム情報収集等の
「早いデータ分析」、隠れた価値を発見する「深いデータ分析」） 

③変化への対応力（経営課題の変化やセキュリティリスク等に対する、適切な「人材確保・活用」「シ
ステム構築手法の選択」による情報システムの機動的な対応） 

 
（２）ＩＴを活用した新しいビジネスモデルに挑戦する人材の後押し 

○大学における、ＩＴを活用して新しいビジネスモデルの創出を目指す人材を育成する取組
を、広げていくべきではないか。 

○ＩＴ活用人材の活躍機会を広げるため、起業・事業化に係る、資金調達、ＩＴ活用人材のコ
ミュニティ形成等を推進する枠組みを作っていくことが必要ではないか。 

 

政策の方向性（案） 
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（３）維持費の高い既存システムからの脱却 
○維持費の高い既存システムから脱却し、ユーザ主導により機動的なシステムの構築がで

きる手法やツールの普及を図っていくことが必要ではないか。 

※中小企業へのものづくり・サービス補助金（平成２５年度補正予算）については、上記の
手法・ツールの普及促進のためにも活用していく。 

 

（４）セキュリティやプライバシーへの懸念の払拭 
○「攻めのＩＴ投資」に必要なセキュリティの知識を持った人材の育成のため、スキルの明確

化や能力試験を整備していくことが必要ではないか。 

※パーソナルデータのビジネスへの活用を促進するため、関連する制度見直し、法的措置
の整備を進める。 
具体的には、内閣官房を中心に、パーソナルデータの利活用に関する制度の見直し作
業を実施中。平成２６年６月までに法改正の内容を大綱として取りまとめ、平成２７年を
目途に必要な法的措置を講じることとなっている。  
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