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話し相手サービスはシニア顧客の「ゲートウェイ」になる 
－非介護ケアサービスを活用したシニアビジネス展開戦略－ 

 
 

ソフィアバンク ディレクター 村田 裕之 
 

 要 旨  
 

1. シニアビジネスの要諦は、シニア顧客に対して心理的に最も近い「ゲートウェイ（入り口）」

のポジションをとることである。なぜならば、一般にシニアは商品・サービスに対する目が肥

えており、警戒心が強い一方、自分が信頼できる人の意見には耳を傾け、助言を受けいれる傾

向が強いからである。 
2. したがって、シニア顧客が信頼して「耳を傾けてくれる立場」に立つことが重要である。問題

は、どうしたらこのような立場に立てるのか、である。 
3. 近年、寂しさや孤独感といった心の悩みを抱えるシニアが増加している。この主な理由は、①

核家族化が進み、話し相手のいない一人暮らしのシニアが増えていること、②家族と同居して

いてもコミュニケーションが少なく、心の通う会話が不足していることである。 
4. したがって、このような孤独なシニアの「話し相手」となり、豊かなコミュニケーション機会

を提供できれば、シニアが「耳を傾けてくれる立場」に「無理なく」立つことが可能になると

思われる。 
5. このような仕組みを「話し相手サービス」として商品化し、家事代行などの介護以外のケアサ

ービスと合わせて提供し、成功しているのが創業６年で米国を中心に300ヶ所以上でフランチ

ャイズを展開する「ホームインステッド・シニアケア」という会社である。 
6. 重要なのは、話し相手サービスでシニアが「耳を傾けてくれる立場」に立つと、話し相手サー

ビス「以外」の様々な相談を「真っ先に」寄せられるようになること、つまり顧客の「ゲート

ウェイ」のポジションに立てることだ。そして、これらの相談に素早く応えていくことで、顧

客に満足してもらいながら「自然に」他のサービス機会を拡大することが容易となる。 
7. このサービスをわが国で普及するには、サービスに対して顧客が感じる「心理バリア」をクリ

アする必要がある。具体的には「在宅以外でのサービスから始める」「試し利用期間を設ける」

「電話でもサービス提供する」などの解決策が考えられる。ただし、忘れてはいけないのは、

あくまでシニア顧客の立場に立って「もてなしの心」を提供するという姿勢である。 
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1. 話し相手サービスがシニア顧客のゲート

ウェイ獲得の「カギ」 
 

(1) シニアビジネスの要諦は何か？ 
シニアビジネスの要諦は、シニア顧客に対して

心理的に最も近い「ゲートウェイ（入り口）」の

ポジションをとることである。なぜならば、一般

にシニアは商品・サービスに対する目が肥えてお

り、警戒心が強い一方、自分が信頼できる人の意

見には耳を傾け、助言を受けいれる傾向が強いか

らである。 
したがって、シニア顧客が信頼して「耳を傾け

てくれる立場」に立つことが重要である。問題は、

どうしたらこのような立場に立てるのか、である。 
 

(2) 増加している「孤独な」シニア 
近年、寂しさや孤独感といった心の悩みを抱え

るシニアが増加している。 
福岡県警の調べでは、2000 年一年間に県内で

「孤独死」した 65 歳以上の独居シニアは 555 人

で10年前の約２倍にまで増加した。 
また、東京社会福祉士会が行う「高齢者のため

の夜間安心電話」に寄せられた相談件数は過去３

年間で１万 127 件にも上るが、その相談内容の

70％以上が孤独感や寂しさといった心の悩みで

あった（図表１）。 
 孤独なシニアが増加している理由は、①核家

族化が進み、話し相手のいない一人暮らしのシニ

アが増えていること、②家族と同居していてもコ

ミュニケーションが少なく、心の通う会話が不足

していることである。 
 
(3) 孤独を癒す「話し相手サービス」は無理なく

シニアの信頼を得る 
これらの状況を踏まえると、孤独なシニアの「話

し相手」となり、豊かなコミュニケーション機会

を提供できれば、シニアが「耳を傾けてくれる立

場」に「無理なく」立つことが可能になると思わ

れる。 
このような仕組みを「話し相手サービス」とし

て商品化し、家事代行などの介護以外のケアサー

ビスと合わせて提供し、成功している例がある。

創業６年で米国を中心に300ヶ所以上でフランチ

ャイズを展開する「ホームインステッド・シニア

ケア」という会社だ。 
 
2. 話し相手サービスのパイオニア      

「ホームインステッド・シニアケア」 
 

(1) 身の回りの世話を中心としたサービス内容 
ホームインステッド・シニアケアでは、「ケア

ギバー」と呼ばれるスタッフが「話し相手サービ

ス」を提供する。顧客の平均年齢は 72.5 歳で大

半が配偶者を亡くした一人暮しの女性である。こ
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図表1. 「高齢者のための夜間安心電話」に寄せられた相談内容（1999年・総件数6,096件／複数回答） 
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れは、高齢に

が増えるため

話し相手以

い」「手紙の

を行う（図表

護や医療の

を必要としな
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米国でも高

だが、介護施

95％のシニア

介護ケアサー

 

(2) 「ホスピタリティ」が話し相手サービスの要 
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図表2. 米国女性の年齢と婚姻状況 
ホームインステッド・シニアケアは、非介護ケ

アサービスにおいてケアギバーの「ホスピタリテ

ィ」、つまり、もてなしの気持ちが最も重要であ

ると考えている。 
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同社のケアギバーは全米で１万人いる。大半は

女性で平均年齢は 46 歳であり、顧客の娘に近い

年齢である。ケアギバーの年齢が顧客の娘世代の

年齢と近い方が話し相手として適切なためであ

る。 
また、ケアギバーになる前の職務経験は看護婦

や専業主婦が多い。専業主婦の場合は、80％以上

が両親や親戚を介護、もしくは身の回りの世話を

した経験がある人を採用している。 

 of the Census, 1998 
なるにつれ夫と死別する女性の割合

である（図表２）。 
外にも「家事代行」「外出の付き添

管理」などの「非介護ケアサービス」

３）。このサービスの提供者は、介

ような特殊な技術や高度な専門知識

いのが特長である。 
ービス料金は 11～17 ドル、利用者

月平均利用時間は 68 時間で、月平

822 ドル程度であり、店舗当り平均

がいると、300ヶ所の店舗で年間９千

108億円）近い売上がある。 
齢化が進み人口の13％が65歳以上

設の入居者は５％に過ぎない。残り

を対象にしたのが、このような「非

ビス」市場なのである。 

護ケアで提供するサービス・提供しないサービス 
これらのケアギバーの採用は、フランチャイ

ズ・オーナーが一人ひとりインタビューをして人

柄、サービス精神、会話力、信頼感などから判断

するが、特に重要視するのは、その人の

「Compassionate（愛情の深さ）」である。 

サービス 提供しないサービス

手  ・ 薬や医療の取扱い

の支援 　（ただし、薬の飲み忘れを

　教えるなどのサービスは可）

 ・ 介護

持 　（追加料金で資格のある

　職員を派遣することは可）

 ・ シャンプー・マッサージ

 ・ 爪切り

 ・ 体の持ち上げ

 ・ 血圧や心臓の状態の監視　等

　等

 
(3) ケアギバーのホスピタリティを高めるカリキ

ュラム 
ケアギバーのホスピタリティを高めるために、

ホームインステッド・シニアケアでは、かなり綿

密な教育・研修を実施している。 
ead Senior Careの資料を元に作成 

採用決定後の研修で集中的にサービス内容や

顧客ニーズをレクチャーするほか、毎月のミーテ

ィングでＧＲＡＤ（Growth through Reading 
and Development）と呼ばれる老人病の専門家と

の質疑応答を中心としたレッスンも行い、年長者

であるシニアの身体的、心理的なケアの勘所をマ

スターする。 
また、きめ細かい運営マニュアルに沿って密度

の濃い研修を実施している。シニア顧客の話を忍

耐強く聴くコツから顧客の家庭でいさかいが起

きた時の処し方まで研修する。 
さらに、優秀なケアギバーを表彰し、より質の

高いサービス提供を促すよう激励する。候補者は

顧客とフランチャイズ・オーナーの推薦により選

出され、最優秀ケアギバーは、全フランチャイ

ズ・オーナーが集まる年次総会の場で表彰される。 
ホームインステッド・シニアケアは、1994 年
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の創業から順調に成長しており、2002 年までに

サービス提供地域を 500 ヶ所にまで拡大する予

定である。また、国際展開にも積極的で 1999 年

にカナダでサービスを開始したほか、日本でも

2001 年３月からダスキンとの提携により「ダス

キン・ホームインステッド・シニアケアサービス」

としてフランチャイズ展開を開始している。 
 

3. 話し相手サービスはシニアの潜在ニーズ

が明らかになる「最上流地点」 
 
重要なのは、話し相手サービスでシニアが「耳

を傾けてくれる立場」に立つと、話し相手サービ

ス「以外」の様々な相談を「真っ先に」寄せられ

るようになること、つまり、「顧客ゲートウェイ」

のポジションに立てることだ。そして、これらの

相談に素早く応えていくことで、顧客に満足して

もらいながら「自然に」他のサービス機会を拡大

することが容易となる。 
ホームインステッド・シニアケアでは、既に「Ｅ

ＲＳ（Elderly Resource Services）プログラム」

と呼ばれる試みを始めている。ＥＲＳプログラム

とは、いわばシニアの生活に役立つワンストップ

サービスの提供である。具体的には、これまで提

供してきた非介護ケアサービスに加え、病院など

の医療機関、専門的な介護を提供する介護サービ

ス事業者、金融機関、住宅のリフォームや補修・

修繕を行う企業と提携し、シニアの身の回りに関

するあらゆるニーズに対応できる体制を構築し

ていくものである。 
話し相手サービスの提供により、シニアの潜在

ニーズが明らかになる「最上流地点」に立つこと

ができるため、このようなサービス展開が可能と

なる。 
 

4. わが国における話し相手サービス普及の

条件 
 
一方、以上のように米国で成長してきたサービ

スも、わが国で普及するためには、いくつかの課

題がある。とりわけこのようなサービスに対して

日本人の顧客が感じる「心理バリア」をクリアす

る必要があるものと思われる。 
 

(1) 在宅以外でのサービスから始める 
日本の顧客が持つ心理バリアとして大きいの

は、まず、アカの他人が自分の家に入り込み、家

の中を洗いざらい見られてしまうことに対する

抵抗感である。 
米国の利用者の住宅は概して広く、部屋数も多

いため、外部の人を招く部屋とプライベートな部

屋とが仕切りやすく、外部の人を招きやすい。ま

た、ちょっとした知り合いでも気軽に招いてホー

ムパーティを開催することもしばしばであり、外

部の人を自分の家に入れることへの抵抗感は比

較的少ない。 
しかし、日本の狭い住宅事情と米国人ほど見知

らぬ他人を自分の家に招く習慣の少ない日本で

は、サービスを利用する前に抵抗感を持ってしま

う可能性がある。 
このような心理バリアをクリアする方法とし

て、「在宅でのサービスの前に、在宅以外で話し

相手サービスを始める」という方法が考えられる。 
米国のサンタモニカでは、スターバックスのよ

うなコーヒーショップで法律相談ができるとい

うサービスがある。相談料金はコーヒー代込みで

10分25ドルと、コーヒー代としては高いが、弁

護士への相談料としては高くない。むしろ、見知

らぬ弁護士に相手の事務所でいきなり相談する

より、気楽な雰囲気で話ができ、互いに知り合う

きっかけになるということで評判がよい。 
この例のように、喫茶店やレストラン、または

利用者が希望するなら映画館や宴劇場などにエ

スコートして話をする手もある。あるいはこのサ

ービスを提供するために提供者が専用の談話施

設を用意することも考えられる。 
 

(2) 試し利用期間を設ける 
別の心理バリアの問題として、利用者と実際に

派遣されたケアギバーとの相性が悪い場合が考

えられる。訓練されたケアギバーとはいえ、相手

によってはコミュニケーションがうまくいかな

いケースもありうる。この場合、せっかく提供し

たサービスに対して利用者からクレームをつけ
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られ、他の人へのサービス機会の損失になる可能

性がある。 
このような問題の解決策として、「サービスの

試し利用期間を設ける」方法が重要になる。一定

期間試し利用をしてもらった上で、気に入った場

合、本契約とする仕組みである。試し利用期間中、

相性の合わないケアギバーの場合、すぐ代わりの

スタッフに変えられる仕組みや、試し期間での利

用料金を割安に設定するなどの工夫が必要とな

ろう。 
 

(3) 電話でもサービス提供する 
一般に、米国人は日本人に比べて話好きであり、

ビジネスの席でも週末のパーティでも見知らぬ

人に気軽に声をかけよく話をする。しかし、日本

では見知らぬ人と、いきなり面と向かって話をす

るのが苦手の人も多い。 
また、話の内容によっては、相手に直接会って

話をするのが気恥ずかしいという場合もあるだ

ろう。 
そこで、このような問題の解決策として、最初

から対面で話をするのではなく、「まず電話で話

し相手サービスを提供することで本サービスへ

の敷居を低くする」方法が考えられる。電話によ

る会話で相手のケアギバーとある程度気心が知

れた後、気にいったら在宅での対面サービスに移

るというやり方である。 
この電話でのサービスの場合、ダイヤルＱ２の

ような課金の仕組みとすることで、電話料金とと

もにサービス料金を徴収できるメリットもある。

また、支払い方法が簡便になることで、サービス

利用への敷居がさらに低くなることも考えられ

る。 
 
以上のとおり、米国で成長を続ける話し相手サ

ービスだが、商品の形がない話し相手という「ソ

フトサービス」をわが国で展開するには、日本市

場特有の「心理バリア」をクリアする必要がある。 
しかし、一旦シニア顧客のゲートウェイの立場に

立つことができれば、異業種企業とのアライアンス

により医療、交通、旅行などあらゆる商品・サービ

スの提供機会が拡大する可能性がある。 

ただし、サービス提供者が忘れてはいけないの

は、あくまでシニア顧客の立場に立って「もてな

しの心」を提供するという姿勢である。商品を売

りたくて紹介するのと、顧客の支援のために紹介

するのとは似て非なるものだからだ。 
 

（2001.11.13） 
 
 

このレポートに対する感想、ご意見をお待ちして

おります。メールアドレスは次のとおりです。 
hirmurat@softbank.co.jp 
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