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＜イントロダクション＞ 

 

「コールセンターの課題・問題 100回で積み重ねた解決策」は、2008年 11月 18日～2019年 10月 8日

の間に開催した 100回の「スーパーバイザーによる意見・情報交換会（SV意見交換会）」に参加した 

134 社・649 名と協力会社、そして日本コールセンター協会 人材育成委員のノウハウの結晶です。 

 

コールセンター運営における共通の課題やよく起こる問題について、SV 意見交換会で取り上げたテーマ

に基づき１１に分類し、実際の場面に応じた課題とその解決策を掲載しています。 

 

課題は150、解決策は1,414 におよびます。 

ひとつの企業だけでは得られない、これだけ多くの解決策や取り組みを共有できるのも、同じ悩みを抱え、

企業の枠を超えてディスカッションする「SV意見交換会」だからできることです。 

 

いずれも参加者や企業・センターが、試行錯誤して取り組んできたことで、コールセンター運営に携わる

皆様に共感いただける内容となっています。 

自社のコールセンターの規模や運営形態、歴史と照らし合わせて、業務改善やご自身のスキルアップの

ヒントとしてご活用ください。 

 

解決策・取り組みの背景やより具体的な内容を知りたい方は、今後も「SV 意見交換会」にご参加いただき、

他社の同じ立場の方々と積極的に情報交換をしていただければと思います。 

 

2019年 11月 28日 

一般社団法人日本コールセンター協会 

人材育成委員一同 
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（１）モチベーション 

【課題 1】 モチベーション維持・向上のためにどのようなことを行っている？ 

1. コミュニケーターと 3 ヶ月に 1度面談をしている。 

2. インセンティブ制度。月間で表彰を行っている。ミス率の低い方は、処理件数が多い方に商品券やユニバーサルスタジオ

（ＵＳＪ）のチケットを提供している。 

3. クレームは管理者が即時対応をすることでコミュニケーターに安心感を与える。クレーム対応後のケアとして必ず声掛けを

し、場合によっては休憩を入れたりする。 

4. 環境整備として、給茶機を設置した。今までは自販機を置き、自費で購入。昨年の秋にセンターのレイアウトを変更した。

絨毯が古かったので青色に、パーテーションは目に良い緑色にした。 

5. 個別面談を随時実施している。声掛けをすることを心がけている（大事なことだと思っている）。褒める、叱る、日常会話で

も何でも良い。管理者が見ているということを表す。 

6. コミュニケーターの成績を管理しており、コミュニケーターにとってプレッシャーがかかる。お客様への無差別アンケートで

名前が挙がった方には、四半期に一度、表彰を行っている。商品券やカタログで商品を選んでもらうなど。さらに、ＱＣチー

ムがその応対を聞き、良いと評価されれば、再度表彰することにしている。その他、無遅刻無欠勤者や警報器の一定数以

上販売した方を表彰している。 

7. グループ単位（ＳＶ１名・コミュニケーター１５名）でも四半期に一度、表彰している。目標を達成したグループには懇親会費

が支給される。 

8. 冬場は繁忙期となるため、のどのケアや一息入れるために、のど飴、お菓子などを配布している。 

9. コミュニケーションを図ることが第一なので、挨拶や日常会話を心がけている。 

10. お金での還元はなく、文房具など物を提供していた。半年から 1 年で時給アップ、新人はスキルによって時給がアップする

仕組みがあった。クリスマス会を開き、休憩室にお菓子を置き、ビンゴゲームを行った。ＳＶとコミュニケーターが一緒に企

画をし、予算内で商品を選んで、行っていた。 

11. 費用をかけて、ホテルで 100 名規模のパーティーを行っている。ビンゴゲームなどを行い、賞品を出している。商品はアル

バイトスタッフに事前にヒアリング等をして、ブランド品が出たりする。その際は、社員がホスト役を務めることとしている。 

12. クリスマス時期にはＳＶが仮装をしたり、飾り付けをしたり、お菓子を配ったりしている。 

13. 的外れなこともある。コミュニケーターの考えていることと、ＳＶなど管理者が考えていることが異なることが多々ある。懇親

会を嫌がる方もいる。 

14. 花火や花見を全社でやっていたこともあったが、楽しんでいるのは管理者だけだったという実態だった。そもそも、上司と飲

みに行って楽しいかという意見もあり、そこで、商品券やお金の方が良いのではないかという結論になった。 

15. サンクスカードで「常に見ている」という意識を持ってもらえるようにしている。 

16. 各チームの SVが、「輝いている人」を MVP として挙げる。MVPは、VOCのシート、オペレーション改善案を提示してくれた

方、お客様からの感謝の言葉、笑顔の良い人、FAX業務（手間のかかる業務）を率先してやってくれる人など様々。四半期

に 1回、全体の前で表彰する。 

17. チーム対抗で競えるような仕組みを取り入れたことがある。モニタリング項目の中の 1項目をテーマとし（例えばオープニン

グのみ等）、その部分だけを評価する。チーム対抗だと、自分もやらないといけないという気持ちが生まれる。 
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18. 表彰制度が飽きられないように、テーマ（評価内容）を伝えずに行う。何がテーマか分からないので、どの項目についても

努力する。後からテーマが分かることによって、自分を振り返ることにもなる。また、テーマを月ごとなどで変えていくことで、

変化がつく。 

19. 3 ヶ月に 1 回、テーマを決めて自主的にエントリーをしてもらい、優秀だったテレコミュニケーターに賞金を出している。頑張

ってくれる前向きなテレコミュニケーターがいる一方で、エントリー制であるため、加わらない人もいる。全員に取り組んでも

らうことが難しい。 

20. 会社のイベントとして、応対品質コンテストがある。各センターから 5人選抜される。テレコミュニケーターはもちろんのこと、

SV やセンター長も応募できるため、たいへん盛り上がる。選考にあたり、誰のコールかわからない状態で評価をするため、

新人が賞を取ることもある。 

21. 表彰の対象者が偏らないように、色々な賞をつくっており、多くの人が対象になるようなきっかけをつくっている。自分でエ

ントリーするイベントなどに積極的に加わらない方の中には、モチベーションが低いことが理由ではなく、単にシャイな性格

の方もいるため、ちょっとしたきっかけがあるだけで変わってくれることを期待している。 

22. イベントなどをしなくとも、皆の前で名前を呼ばれることは嬉しい（悪い気はしない）と思う。朝礼などで、そういう方のちょっ

としたエピソード（お客様からお礼のお手紙をもらった、～を～さんがしてくれた等）とともに紹介することで、周りからも注目

され、変わるきかっけを与えられるかも。 

23. 10 月のカスタマーサービスウィークには、テレコミュニケーターも仮装してオペレーションをしたり、あわせてリクリエーショ

ンもおこなったりする。東西にセンターがあるため、東日本でリクリエーションをおこなっているときは、西日本でオペレーシ

ョンを強化し補いあっている。 

24. テレコミュニケーター同志、SVからテレコミュニケーターなど誰が誰に書いても良いサンクスカードを用意している。テレコミ

ュニケーターの人数分、ポストのようなものが設置してあり、そこに誰でも書いて入れることができる。 

25. クライアントが常駐しているので緊張感はあるが、クライアントから直接褒められるという良い点もある。 

26. テレコミュニケーターは同じ勤務シフトではなく、バラバラ。本当は全員一緒に朝礼をしたいと思っているができない。その

ため、一人ひとりに声をかけ、体調などについて聞き、目を見て話すようにしている。自分自身、褒められることになれてい

ない。そのため、相手がどのように褒めると嬉しいのか分からないので、日々声をかけ、その感性を磨くようにしている。 

27. あえて褒めなくても良いと考えている。その方を見ているということを示すことが大切だと思う。褒めなくても、これまでと違

う点に気づいたら、そのことを話したりしている。ある程度、一人で業務をできるようになったテレコミュニケーターに何かを

やってもらい、報告を受けたとき、本人は当たり前のことをやったと思っても、「よくやってくれたね。これは簡単なことではな

いよ。」と伝えたりしている。 

28. 褒めることをしなくても、話を聞いてあげることだけで良いと思う。 

29. フロアの中央にリフレッシュスペースがある。昼食をとったり、研修も行ったりしている。そうした皆が多く集まる場で声をか

け、コミュニケーションを図っている。 

30. マイナスとプラス話法を意識している。改善点と良い点を一緒に伝えている。 

31. 勤務時間をベースにした、アップセルの達成度に関するポイント制度を導入している。目標を達成した方には、社内の商品

の割引クーポンを提供している。毎月、目標設定し、売上金額などを記載したシートを個別に作り、面談をしている。 

32. 小さな目標を決めてもらい、できれば週報に○をつけるとか管理職からコメントを書くなど、やりっぱなしでないことが必要。 
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33. 毎月、お誕生日会を実施。該当する方には社長からのメッセージに加え、テレコミュニケーターが用意したメッセージとその

方をイメージしたカラーの花をあげている。新年会も行うなど、テレコミュニケーターが満足して働いてもらえるようイベント

事を増やしている。 

34. お客様から、「ありがとう」（感謝）と言われた件名について、テレコミュニケーター・リーダーが自己推薦し、優れた受付につ

いて表彰する「ありがとうコンクール」を実施している。 

35. 評価制度、センター内イベント、一緒に考える姿勢を持つことを継続する。 

36. 業務に関係あるけれど業務だけではないイベントなど仕事だけではない評価も考える。 

37. スキルを評価しプライドを持たせる。 

38. 評価されると高級感のあるカードストラップに変わる。 

39. 毎日提出する書類があれば、コメントを書いてもらい SV がコメントを返す。 

40. 毎日提出する日報に「今日、心から感謝できたこと３つ」を書いてもらう。 

41. 一人ひとりの得意分野を生かす仕事の任せ方をしている。得意分野の仕事をしていると言い訳をしなくなる。効率も良い。

得意分野を教えあって全員が共有、向上しようと努力してくれる。 

42. マルチ対応で、対応できる項目が増えると待遇も良くなる。 

43. 名札のひもの色を経過年数、表彰に応じて変えている。 

44. ミスのときは個人的に呼んで、褒めるときは人前で声をかける。 

45. CS 向上セミナーを行い、外部のお話が上手な方を講師として招いて講演を聞く。また、モニタリング・フィードバックを行っ

ている。主にスキルアップの機会の提供によりモチベーションの向上につなげている。 

46. 表彰制度を設け、設定された基準をクリアした人に優秀賞として、SV からメッセージを書いたカードを渡している。3 ヵ月毎

で景品も出している。 

47. 社内意識調査を行っていて、それを本社にも報告している。点数の低かった項目についてはプロジェクトを立ち上げて、改

善に努めている。 

48. CPH や自己解決率などパフォーマンスの高い方には、特別な対応ができるようになる“ステップアップ”の提案を行ってい

る。引っ越しシーズンの繁忙期は、センター内の自販機を無料にしている。 

49. 3 年ほど前から表彰制度を設けている。営業は以前から制度があったが、コールセンターもお客様対応をしている部門な

ので、パフォーマンスや解約阻止など総合的に評価して、上位者を表彰している。 

50. ありがとうの声という感謝を伝えるカードがある。開始から半年くらいを経過したが、比較的うまくいっていると思う。初めの

ころは「仕事なんだから当たり前で、敢えて感謝を伝える必要があるのか」という意見もあった。コールセンター発祥の取り

組みであり、他部署の方にもカードを渡したところ、涙を流して喜んでくれた。カードを渡した側も、お礼に言われて嬉しくな

り、盛り上がってきた。カードをもらうと自分も相手に感謝を伝えるようになる。 

51. チーム対応で受電件数や勤怠を評価して、おいしいランチを食べられる特典がある。2,000 円以内のランチが食べられ、お

昼の時間も 45分から 90分になる。 

52. 取得した資格の証書を掲示している。掲示された方はモチベーションがアップするし、周りの方も会社が推奨する資格が分

かり、取得のきっかけにもなっている。 

53. SV としてラウンド中に、声をかけている。変化など気づいた点を伝えている。 
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54. 月 1 回の面談により、モチベーションアップというか、モチベーションを探っている。面談を楽しみにしていると言ってくれる

方もいる。面談は 30分程度。パフォーマンス評価と雑談など行っている。 

55. 自身がオペレーターの際に、“良い・悪い”と感じる管理者像があったので、悪い管理者にはならないように意識した。マニ

ュアルやスクリプトを作って、この通り仕事をしてと指示するのではなく、毎日マニュアル・スクリプトを使うオペレーターに更

新する前に見てもらって、意見を反映するようにしている。10年以上のベテランが多いので、業務に飽きが来る時があるの

で、違う事務作業をやってもらうなどをしている。 

56. 良いことはその都度褒めるようにし、課題を指摘するときは、褒めることを多くするように意識している。気づいた点は明日

言うのではなく、すぐに伝えるようにしている。特に褒める時は。 

 

【課題 2】 表彰制度を設けたきっかけや時期は？  

1. 業務量が増えたことにより、モチベーションも落ちたことがきっかけで、インセンティブを考えた。この時は、全員に支給し、

追加延長してくれた方には更に支給した。今でも行っていることとして、繁忙期には追加延長をしてもらうことで、商品券な

どを支給している。表彰制度では成績上位者のみとなるが、全員が対象となるものも用意している。 

2. いつから始まったかは定かではない。部署・グループなど個別ではまだやっていないが、社内キャンペーンはある。グルー

プに支給されるが、100 名程いるため、全員を対象とした場合は、金額が少なくなってしまう。そこで、駄菓子を大量に購入

し配った。大したことではないかもしれないが、喜んでもらえた。特に主婦の方は子供に持って帰るということで。 

3. 会社ができた初年度、2 月～4 月が繁忙期になるため、インセンティブ制度を設けたが、対象とならなかった方からの妬み

があり、上手くいかず、一度停滞した。昨年からインセンティブ・表彰を毎月行っている。出勤率 90％以上の方には 100 円

程度の文房具支給。その他、処理効率の上位５名、追加残業の上位 5 名、ホットボイス（最低 5 件以上）の上位 5 名を表

彰。１位が 5,000円、1,000円刻みで給料に加算している。 

4. お客様の声やミステリーショッパーによるＣＳ調査で１００点を取った人は、一律 5,000円を支給。お客様満足度に重点を置

いているため、いかに１００点を取るかを目指している。朝礼で発表し、表彰状も送る。 

 

【課題 3】 表彰制度はどのようにして行っている？ 

1. 個人が取り組む課題を与えて達成できれば表彰する。課題はセンターとして達成して欲しいことと、この人を表彰したいと

いう気持ちの共通項目を選ぶ。 

2. 対応の良い点を紹介するようにしている。当人に言うだけでなく、朝礼でも事例として紹介する。 

3. 表彰が常連ばかりにならないようにグループ内で決めた項目で表彰する。後処理時間が短くなった人を表彰するなどして

いる。 

4. お客様の感謝の声を表彰している。自己申告し SV が音声チェックする。応対の音声を前もって当人に選んでもらい、SV

がコメントを添える。朝礼時に発表する。 

5. 業務改善につながる表彰はセンター長からの表彰があり、記念撮影をして通路に掲示する。 

6. 繁忙期の応援勤務の表彰、年に 1回のランチ。以前はもっとあったが減ってきている。 

7. インセンティブを出す。1 か月を 3 クールにわけて、1 クール目は獲得件数でインセンティブ、2 クール目は別の内容という

ように、個人実績やチーム実績でインセンティブを出す。チームで獲得したらみんなで分けるなどしている。 
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8. 全体で実施しているのは年2回の表彰、受電平均値を上回ったかなどポイントがつく。業務以外でもビジネス文書検定や、

電話検定の合格で自己研鑽に努めたポイントがつく。勤怠や応対が原因の顧客からの苦情はマイナス点もある。年間表

彰もある。 

9. 受賞の賞品はお菓子、化粧品、USJ のチケットなどがある。興味のない人はやる気につながらない。 

10. 表彰は数字が基本、応対品質の表彰はない。応対品質担当の別部門があって評価している。契約先企業のモニタリング

評価もある。 

11. お客様にご案内の声かけをする件数をとり、どういうタイミングで声をかけているかをあわせて紹介する。商品はハンカチ

などささやかなもの。 

12. 照れくさいと言いながらも喜んでくれる人が多い。 

13. 朝礼で表彰されるとその後のお客様との対話の声が違う。 

14. 表彰は SV も対象。対応のチェックの件数や、ポイントの高いオペレーターがいかにたくさんいるかで表彰される。SV を表

彰させようとがんばるチームもある。 

15. 表彰式では講師を招いてのセミナーがあり、参加を楽しみにしている人もいる。 

16. 精勤手当があり、ポイント制になっている。業務改善、KPI の目標値、勤怠、休憩超過がないこと、苦情案件などポイントが

計算され、手当が変わる。年度末にはがんばる傾向がある。 

17. 表彰は全員の前で上司が表彰理由を説明して表彰するので、日頃社内の転送電話で声のみのお付き合いの担当者が

「あの人」と実感でき親しみが増す効果もある。 

 

【課題 4】 表彰制度など会社の施策やイベントに関心を示さない人には、どのような手を打っている？ 

1. 正直、全員を取り込むことは難しい。年齢が若い方のほうが乗ってきて、年配の方は比較的冷めている傾向がある。その

時は、多くの方が表彰制度に賛同してくれたので継続した。 

2. 個客アプローチということを行っている。お客様の購入履歴などをもとに、必要と思われるものを説明し勧めている。そのミ

ーティングをテレコミュニケーター同士で行っている。管理者が指名したリーダーを中心に自由に発言している。そうした中

でも温度差がある。ただし、同じ立場の方が一生懸命だと自分だけ何もしない訳にはいかないという気が芽生えてくるとい

う印象がある。 

3. 表彰制度も成績優秀者は決まっているので、毎回同じ方になりがち。なんとか頑張っている方に光を当てたいと思い、前

月と比べて伸び率の高い方を表彰するなど、違う評価の視点も加えたりした。また、朝礼で頑張っている方の名前を読み

上げたりもした。ある日、忙しい時にそれを行わなかったら、テレコミュニケーターから発表がなかったので残念だったと言

われ、楽しみにしている方もいるのだと思った。 

 

【課題 5】 サンキューカード制度を運用する上での注意点はある？ 

1. やらない方は仕方がないと思う。やりましょうと促すと業務になってしまう。乗ってこない方は自分がカードを受け取ることに

よって、参加してもらうようになってくれば良いと思う。 

2. 全員はやらなくても、職場の雰囲気は良くなる。 

3. 期間は定めた方が良いと思う。 
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4. 通年でやっているが、1 カ月ごとに表彰することで、メリハリをつけている。 

5. 最初はカードをボックスに入れるようにしていたが、誰が誰に贈ったのか分からないので、壁に全員分のポケットを用意し、

そこに入れるようにした。カードが入っているよと声を掛けるきっかけになる。 

 

【課題 6】 インセンティブの制度は？ 

1. 表彰制度が細かくあるので、そんなに大きな額は設定していない。成績トップの方でも 3,000 円。以下、500～1,000 円刻み

で設定し、一定にはしていない。商品の販売については件数により、金額を設けている。ＵＳＪのチケットは良いと思う。 

2. 年 1 回評価に反映するコールは、オペレーター自身が選択したコール。良くできている一般的なコールが多い。インセンテ

ィブへの反映率は各業務により調整している。 

 

【課題 7】 新人のモチベーション向上の取り組みは？ 

1. 処理効率などは大体上位が同じになるため、繁忙期には入社年月で分けた別枠を設けることで、他の人も表彰されるよう

にしている（新人のために）。 

2. 処理効率などは経験の差が出るが、ＣＳ調査であれば新人でも表彰されるチャンスがある。先日、新人 3 名が表彰された

ことで、本人のモチベーションも上がっただけでなく、他の新人にとっても「自分たちにもできる」という意識付けができたの

ではないかと思う。 

3. 一度、お客様から非常に喜んでいただいた新人コミュニケーターがいた。その情報は社内ネットで公開している。すると、

他部署から会報誌に掲載したいとの依頼があった。そのコミュニケーターの業務の取り組み状況などを紹介されたことを、

部署内に周知することで、本人も自信がついたと思う。お客様に喜ばれるということは、新人もベテランも変わらない。その

ような声をいただいた場合は、すぐに本人に伝えるようにしている。 

4. グループの垣根を越えて、入社年月ごとに一緒に集まり、お菓子を振舞い気軽に意見交換をできる場を設けている。不安

を取り除いて、再び業務についてもらうことを目的としている。 

5. 入社後、1 週間以内には全員と面談をしている。2 週間に 1 回、昼食をＳＶ・研修担当・ＭＧも一緒にとることで、１週間くら

いは笑顔で過ごすことができる。 

6. 職場にほめる文化の醸成という目標がある。コメントカードにほめるポイントを見つけて書いてスタッフに渡す。１０枚たまっ

たらカード入れが豪華になる。 

7. ちょっとしたことでほめたりするのが SVの仕事だと思うが時間がなくてなかなかできない。 

8. リアルモニタリングでお客様が感謝している応対を文字に起こして収集して共有する。それも SV の仕事だが時間がなくて

なかなかできない。 

9. 上司がほめる人なのでほめて、できる人に任せるわ、と任せている。 

10. 皆勤賞的な表彰はある。何カ月単位でお休みがなかった人にお菓子を渡すなど。段階的に豪華になる。 

11. 「大変だと思うけど」とお願いしたことやクレーム応対に感謝する。 
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【課題 8】 成績トップ者の高いモチベーションが長続きしない 

1. 本人に希望を聞いたうえで、違うポジションや役割を行ってもらうようにしている。一度に全てを変えられないとは思うが、

自分のスキルを新人に教えるなど。他の視点を持ってもらうことが重要だと思う。運営の中で、上位を目指してくださいとな

ると、下からの追い上げもあり、きついのではないか。別の役割やポジションを設けてあげるのが良いのではないか。 

2. 会社にとって、本人が必要であることを伝えることではないか。本人には管理者になってほしいと伝えたが、望まなかった

ので、別の業務を用意した。ＯＪＴをやってもらったり、モニタリングをやってもらったりなど。コミュニケーターでいたいという

希望に添うようにしていたが、結局は管理者になった。色々なことをチャレンジさせて、本人が必要と伝え続けていたら、最

終的には管理者になった。 

 

【課題 9】 テレコミュニケーターにかけた言葉で、本人が変わったなという経験は？ 

1. 新幹線の掃除会社が話題になっており、その会社では「エンジェル」と「デビル」で分けた言葉集を作っていた。こうした言

葉集が必要だと思い、現在、取り組んでいる。 

2. 「皆がいてもらいたい」と思う成績優秀な方がいて、その方が、たまたま上手くいかなかったことが続き、落ち込んでいたこ

とがあった。自分を卑下するような発言をした際に、「あなたは会社に必要な人です。」と言った時、表情が変わった。意図

的に言ったわけではなく、本心から出た言葉だった。 

3. 突然の休み・早退、ミスが多いという短所がある一方、会社への改善提案を人より多くしてくれ、コミュニケーションが上手

で周りから悪く言われない方がいた。その方に対して上司が「もったいないよ。折角良い部分があるのに。」と言っているの

を聞いた。本人はどう感じたかは分からないが、聞いている自分には良い言葉だと思った。 

4. やってくれていることを当たり前とは思わずに、感謝を言葉にするようにしている。そのためには自身も心のゆとりを持てる

ことが必要だと思う。 

5. 人間関係ができているテレコミュニケーターに対しては「もったいない」という言葉を使うが、知識不足の方に対しては注

意・改善点を伝える。 

6. 忙しくてなかなか声掛けできていないが、「すごかったですね」と声をかけたとき、喜んでくれたように感じた。 

7. 声をかけるには、かける側の意識が大切。その方を見ていなければできない。管理者がアンテナを立て、心の余裕を持て

ることが必要だと思う。 

 

【課題 10】 スーパーバイザー自身のモチベーションはどうしている？ 

1. クライアントからの信頼を得て、良好な関係を保つことにある。クライアントの気持ちをつかんでおくことは非常に大事。社

外との交渉が楽しい。 

2. コミュニケーターから教育担当を経てＳＶになった。今までは社員がＳＶになっていたが、社員以外からＳＶになったのは初

めてだった。キャリアップの過程をコミュニケーターに見てもらっている。他の方からよりも相談も多くされるので、その信頼

がモチベーションの維持になっていると思う。 

3. 新しいことを試みること。毎日考えるようにしている。評価方法変える、チーム制の導入、成績の公表などを始めた。 

4. なるべく広い視野で仕事をして行く。実務ではない意欲的なことにチャレンジする必要がある。 

5. 仕事が終わったらすっかり忘れる。 
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6. ＳＶになって、こんなにＳＶは仕事をしていたのかということがわかった。同時に登用された人達は価値観がよく似ていて、

前向きな尊敬できる人なので良かった。 

7. 仕事内容も翌日に持ち越すということがないのですっかり忘れる。 

8. 家に帰ってもけっこうウダウダ考える。 

9. 家にいると考えてしまうので飲みに行ったりする。 

10. 以前の営業のときより、コールセンターでは毎日が引きずらず、完結していくのでその点に感動した。次の日に同じお客様

のことを考えなくてもよいので切り分けられるのがメリットだと思う。 

11. ひきずるときりがないので、反省する時間は 5 分と決めていて、残りは前を向くための時間にしている。昔は夢の中でも出

てくる時代もあったけれど、今は反省すべき時間とそうでない時間を切り替えるようにしている。 

12. 自信を持つ。ここだけは自信があるというところを信じる。 

13. 日頃から何かを良くしようと思っている。考え続けて実行すると、次もがんばろうと思える。 

14. 常に笑顔で接するようにしている。へこんでも表情に出さない。 

15. 新しいことばかりなので大変だが、スタッフの質問に答えられなかったことを学んで次に活かせたりできれば楽しい。 

16. 担当者が楽しく働いていると自分のモチベーションも維持できる。指導が活かされているのを見ると楽しい。 

17. アルバイトの時にがんばったという自信がある。アルバイトさんとの関係が良く、関係性が保たれていることがモチベーショ

ンにつながる。 

18. 飲んで発散。スタッフから感謝の言葉や職場の雰囲気づくりができていると楽しい。まず自分が楽しいことが大切。 
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（２）テレコミュニケーターの育成 

【課題 1】 テレコミュニケーターのトレーニングはどうしている？ 

1. 待ち時間で勉強できる独自ツールを開発した。内容は会話やスキルではなく、業務知識。テレコミュニケーターに意見を聞

いて、多くの方が対応に悩む点、不得意な点を勉強できる内容になっている。 

2. 口癖が多い、通話が長いコミュニケーターに対しては、テープ起こし（文字起こし）をして、目で見えるようにしてチェックして、

指導している。 

3. 提示されたＫＰＩ値に対してロジカルに原因等を究明し、施策を考えて、運用チーム(TEL チーム)に落としていくワーキング

チームがある。施策管理をすることでプロジェクトの効率化も図れる。なぜこうなるのか？と考えるプロセスを絶えず繰り返

し、テレコミュニケーターにも同様に考えてもらうようにしている。 

4. 会話スキルはある程度でき上がってきているので、業務知識を深めてもらうために、空いている時間に勉強してもらうよう

にしている。各自、e ラーニングで自習する他、ＳＶが指導、ロールプレイングをしている。 

5. 人材開発グループが作り上げた教育プログラムが 14コマある。その他、30分の録音を聞いて、自己採点してトレーナーに

フィードバックしてもらう。最近では、「マインドチェック」という気付きを与える自己採点シートを作った。“会社の代表として

ふさわしい応対だったか”、“会社をアピールできたか”“お客様の喜ぶ顔が見えたか”、“もっとできることはなかったか”な

ど、ＹＥＳ／NO で回答できる 10 項目をチェックしてもらう。また、電話応対コンクールに出場し、定期的に入賞している。モ

チベーションのアップには役立っている。 

6. 業務知識が幅広く、どこから手を付ければ良いのか分からないことがあった。テレコミュニケーターに分からないことがあっ

たら、紙に書いて投稿してもらうポストを設けた。その質問を朝礼で発表し、その解説を 3分程度で行った。 

7. 入電の比較的少ない時間帯を見て、20 分程度業務から離れて、ミニ研修を行う。分からないことがあったら、マネージャー

が教えることもあるが、本人が自分で調べて、皆の前で発表してもらうことも行った。発表することになると、必死で勉強す

るようになり、それが知識の定着にもつながった。また、聞いている人からもアドバイスをもらえるので、効果的だった。な

かには、先輩が後輩から指摘されることもある。 

8. 顧客の定期離脱防止のための研修を行う。どういうトークをしたら引き留めることができたなど、テレコミュニケーターから

グループワーク形式で出してもらった。 

9. 研修は終わり方も重要。グループワークも自グループだけで完結するのではなく、他のグループの情報を共有し、他での

考え方を知ることがモチベーションにつながることもある。アナログだが、手間をかけないのであれば、模造紙に書いたも

のを貼るだけでも良い。 

10. 数値で成績管理をして、ポイント制とした。そのポイントによりインセンティブを与えている。上司が目標値を定めて 1 ヵ月・

1 日の目標を明確にすることで、目標達成していく風土づくりをすることが重要。そうすると、テレコミュニケーター同士が目

標達成に向けて、改善の話しあいをするようになる。ポイントは掲示はしないが、誰でも見られるようにはしていた。足きり

はしなかったが、成績の悪い方は自ら辞めたり、業務転換の対象となった。上司が目標達成したいという意思を明確に示

すことと、あの人のためならと思わせることも成功につながる。 

11. 研修の効率化・即時効果を高めるために、スクリプト・業務フローを統一するようにしている。マルチクライアント業務のた

め、テレコミュニケーターには幅広い知識や業務手順を覚える必要がある。そのため、可能な限り作業を統一化できるよう

に工夫をしている。 
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12. 得意なクライアント・業務があるベテランテレコミュニケーターがフォロー研修をしたり、ロープレを見たりする。管理職では

ないが、ある程度の権限を与えて、育成に携わってもらうことも効果的だと思う。 

13. 悪い応対は、その人が悪いのではなく、会社に実際にあったコールとして、事実を共有し、考えることが大切。良い応対ば

かりを研修の材料にしすぎると、トレーニングを継続していく上では、指摘のポイントなどネタが乏しくなる。また、良い応対

を探すことも苦労のひとつとなってくる。 

14. クレーム応対研修では実例をもとに考えたり、実践的な内容を検討する機会としている。 

15. アウトバウンドは勝手にかけているのだから怒られることもあるでしょう、と思ってほしい。 

16. お客様との対話でトーンや対話内容を変えましょうという研修はしている。 

17. 高齢者割合が高くなっており、OPは 80代 90代の状況がわからない。高齢者疑似体験を OPが主体となって考え、実施し

ている。聞こえ方や視野がせまくなる、手足を動かすのも自由でないということを体験する。OP 意識がかわって具体的に

対応も変わった。 

18. 月初めに具体的な良い対応について情報共有を行う。 

19. より良い対応について、振り返り、どこで掛け違えたかというのを確認して一緒に考える。 

20. どの世代も楽しめるような研修。ジャパネットタカタのように商品説明をしたり、歴史的な話をするときは池上彰さんになっ

て話す。 

21. PCスキルの研修は、パソコン教室に来たつもりで参加していただく。興味をもっていただくことが大切。 

22. 机上研修のカリキュラムの中に、コミュニケーションという時間を 1 日に 1 時間設けている。その時間を進度が遅れている

人に使う。 

23. 座学が終わった後は、検索力のフォローアップ研修をすると、見つけた時の喜びがある。 

 

【課題 2】 ミスの対策はどうしている？  

1. ミスが起こりそうなことをリストアップして用意している。そのミスの個数、時間帯などが把握できるようにしている。それを

公開・掲示をしている。リストを用意する前とは、意識付けはできるようになると思う。 

2. 発生したミスはメールで共有し、注意喚起している。ミス率を含め、受電数、後処理時間等を公開しているので、新人より

数字が悪ければ、ベテランは意識すると思う。 

3. ミスした場合、報告書（始末書）を書くようにしている。原因や誰に迷惑をかけたか、対策などを詳細に報告するようにして

いる。それを書きたくないので意識しているのではないか。 

4. 事務処理ミスについては、チェックシートを用意し、応対ごとにチェックするようにしていた。1 日 20 分振り返る時間を設け

るようにしている。事務処理はチェックシートを設けることでだいぶ減ったが、誤案内の事前防止はなかなか難しい。 

5. クレーム対応件数を減らすことは管理の至上命題。応対品質専任の社員 2 名がミスをチェックしている。単純な受注ミスな

のか、応対のミスなのか内容をチェックする。あまりひどい場合は、社員から注意するようにしている。 

6. ミスの原因が何かをテレコミュニケーター本人たちに話し合ってもらった。原因を書き出して、その解決のために何ができる

かなど。そして、本人に「ミスを何件以内に減らす」と宣言してもらったら、非常に効果的だった。上から「こうしなさい」と指

示しても、あまり聞いてもらえない。 

7. 応対品質専任者が「お客様お怒りシート」を作り、何が原因だったかなどを記載し、本人にそのシートを渡すようにする。 
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8. 通常の電話だったのに、怒らせてしまった応対クレームについては、本人に聞いてもらい、気づいてもらいようにした。 

9. 定期的なミーティングを行い、ミスの内容を共有している。しかし、ネガティブなことばかりになると嫌になるので、ミーティン

グの頻度には気を使っている。 

10. センターでミスが発生した後、コミュニケーターに意識してもらいたいと思い、都度朝礼で周知をしていた。すると、コミュニ

ケーターから「記入シートや入力システムに問題がある」など非難が続発した。ミスが発生したからと言っても、そのミスの

内容や影響を見極め、取捨選択し、周知していかないといけないと感じた。 

11. スクリプト通りに応対していないことで、ミスが発生していることが判明した。ミスを起こさないためには、まずは基本に立ち

返って、スクリプト通りに応対することにした。「決められた案内をしているか」「きちんと質問・確認をしているか」など、徹底

的に評価を行った。その結果を公開し、チーム制で競ったところ、ミスは大幅に減らすことができた。しかし、マニュアル通り

応対という印象も出てきて、今後の課題となっている。 

12. 生産性が高くミスが多い人同士で集まって改善策を考えてもらう。 

13. ミスを発見した人が修正してしまい、当人にフィードバックされないということがないようにする。 

 

【課題 3】 何度も同じミスを繰り返すテレコミュニケーターの指導はどうしている？ 

1. 重要性を理解させるために、「自分のミスがお客様にとって、どのような影響があり、迷惑をかけてしまうのか。」を考えても

らうようにしている。 

2. センター全体のミスを削減するために、ミスが発生した内容を全て洗い出して分析し、ミスの内容やミスの多いコミュニケー

ターを明らかにした。その後、ミスの多い方と面談を実施。言葉だけの指導では、聞き漏らしてしまったり、指導の内容を忘

れてしまったりするので、チェックリストを作成して、処理をする度に自身で確認できるようにしている。 

3. エージェンシーの場合は、お客様だけでなくクライアント企業にも迷惑をかけてしまう。同じコミュニケーターがミスすること

が多いので、重大なミスがあった場合は、反省文を書かせるようにしている。それでも、なかなか改善しないので、1 ヵ月に

4 件以上ミスがあったコミュニケーターは、掲示板で名前を掲示することにしていた。これにより、ミスを減らす効果はあった

が、処理に慎重になるため、後処理に時間がかかるようになり、効率は落ちてしまった。 

4. 通信販売において、「会員番号」「住所」「品物の数」など必ず聞かなければならないことを列挙した「受付チェック票」を作り

ミス削減に取り組んだ。それでも数量の間違いなどが発生していたので、必ず見なければならない画面のエリアを目立た

せ、チェックする項目を敢えて絞り、全コミュニケーターに徹底指導した。 

5. 手元の手書きメモは正しいが、それを入力する時に間違えるコミュニケーターがいた。お客様に復唱確認する際に、手元

のメモを見ながら復唱しているのでは意味がないため、入力した画面を見ながら復唱するように指導を徹底した。 

6. 確認すべきことを怠ったコミュニケーターに対して、「なぜ・なぜ・なぜ」と掘り下げて本人に質問している。すると何が原因

だったかが分かり、本人も自覚するので、その上でミスをしない旨を宣言してもらう。本人が宣言した内容やフィードバック

のやり取りは、ＳＶ・ＳＳＶ間では共有している。 

7. ミスをする原因には 2 種類ある。ひとつはケアレスミス、もうひとつは精神面。ケアレスミスは誰にでもあることだが、チェッ

クリストを作ったり、作業工程を見直したりすることで、削減できる。これらは既に取り組めているセンターも多いと思う。そ

れでもミスをしてしまう人は、業務上の工夫だけでは無く、本人の精神面にも訴えていくことが必要。なぜミスをしたのか、

本人に改善策を考えてもらう等、気づかせる必要がある。 



 

20 

8. お客様に誤案内をしたなど、自身のミスに対しては、自身で解決・処理させるようにする。そうすれば、二度と間違いをしな

いよう意識するようになる。ＳＶが解決してしまうと、ミスを挽回することの大変さを実感してもらえない。 

9. その場では「理解しました」と言われたので、分かってもらえたと思ったが、同じミスを起こした。そこで、時間を空けて「さっ

きのことだけど、どう？」などと頻繁に確認をしたり、「理解しました」と言った後すぐに、その説明をしてもらったり、ロープレ

で試してみたりする。 

 

【課題 4】 誤案内をなくすためにどうしている？ 

1. 閑散期に音声を細かく聞いて、１コールの中で復唱はあっているが、内容はかみ合っていないようなところを見つける作業

をする。 

2. 誰がどこでいつというのを聞いていないのに、経験で思い込んでしまい、思い込んでいることに気づいていない。 

3. お客様の真のニーズがつかめないと誤案内が起きる。思い込みで浅い理解で案内したり、用件特定の時点で間違えてい

る。思い込みの問題。スキル向上が必要。 

4. 用件とは異なるのに、目標にとらわれて商品を勧めてしまうようなことをなくす。 

5. 「思い込みフィルタ」をなくす研修をしている。少人数で、複雑に重なりあった図形を書いてもらうと、ノーヒントでは皆が同じ

図形にならない。認識をすりあわせるのに質問が必要というところからスタート。また、初めてペンを持つ人のための説明

をしてもらうこともある。お箸を持つように、と言ってもお箸がわからなかったら、キャップを取ると言ってもキャップがわから

なかったら、というように当然わかっているはずという思い込みをなくす。良い意味で疑い深くなる変化がある。 

6. 押しが強いお客様につい怖くて言えないことで起こる誤案内は、絶対本人にかけ直してもらう。言いにくいことは代わりに

やってもらえると思わせてはいけない。目の前の怖さでやらなくてはいけないことをやらないのは良くない。 

7. お客様が怒ったら札を上げてもらうことになっていて SVが側でフォローし、焦らなくて良いという雰囲気を作る。 

 

【課題 5】 クレームをおこしてしまうテレコミュニケーターへの指導はどうしている？ 

1. 面談で応対を聞いてもらい、何が悪かったかなどを考えてもらう。お金をもらっているのに、クレームをおこすのはあっては

いけないことを、よく理解してもらう。 

2. 自身で応対を聞いてもらい、どう感じたかをヒアリングする。クレームをおこす方は、やはり怒らせるような発言・態度・印象

が見て取れる。 

3. 処理ミスと応対ミスがあるので、どういうミスなのかを見極める。応対クレームについて、お客様が分かってくれなかったと

言い訳する場合は、お客様に分かってもらうためにあなたは何をすべきだったかを考えてもらい、それも気づかない人は

顧客対応には向いていない。自己理解ができる人は改善の道がある。 

4. おこしたクレームをすべて書き起こしてもらい、どこが悪かったのか考えてもらい、ロールプレイングをする。改善をしない

方は部署を変わってもらう。 

5. 折角かけてきたお客様を怒らせるのは考えられないという強い気持ちをもって、テレコミュニケーターと向き合わなければ

ならない。本人のマインドの問題なのか、方法・スキルの問題なのかを見極める。書き起こしは効果的だとは思う。どこが

悪かったのかを三段階くらいで、自分で評価してもらい、その後、相槌の方法などを指導していくのが良いと思う。 
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【課題 6】 間を取らないテレコミュニケーターの会話の指導はどうしている？ 

1. あいづちをしているか？あいづちをしていても、次に何を説明しようと頭で考えているので、間がなくなってしまうと思う。そ

ういう方には、「復唱が良いあいづち」と指導している。 

2. あいづちのバリエーションを作っておいて、テレコミュニケーターに示せるようにしておかないと、なかなか注意だけでは改

善しないと思う。 

3. 言葉は文化。生まれ育ったところ、学校、会社などの影響を受ける。そのため、口頭の指導だけではなかなか改善しないと

思う。「あいづち集」などを用意しておくと良いと思う。 

 

【課題 7】 言葉のラフさ、イントネーション・訛りについては、どの程度まで評価（許容）して、指導している？ 

1. ＮＧとしている言葉であっても、お客様との温度感が一緒であれば、良いとすることもある。 

2. お客様とのトーンがあっており、コミュニケーションが取れているようであれば、良いとしている。イントネーション・訛りにつ

いても、それほど酷くなければ、直すことはしない。 

3. チームとして何をミッションとしているかによる。コミュニケーションを重視すれば、言葉は少しラフでも良いとしている。関西

弁で成績優秀な方に対して、直すよう指導はしなかった。 

4. 厳密に NGワードを定めていない。 

5. この言葉を使ってはいけないというのは定めていない。重視しているのは、お客様に共感すること、注文を間違えないこと。

どちらがより重要かと言えば、注文を間違えては、共感も何もないので、研修では「正確に受注すること」が中心になってい

る。訛りがあってクレームになることは、ほとんどないが、訛りによって誤解を与える場合がある時は、指導している。「ご注

文」と「誤注文」など。 

6. 新人・導入研修においては、「ケースバイケースで良い」や「どちらでも良いんだけどね」と指導してはいけない。人はどうし

ても楽な方に行ってしまうから。肝心なのは、「分かっていて、できているか・できていないか／しているのか・していないの

か」。きちんと指導していないと、必要な時に使えなくなる恐れがある。 

 

【課題 8】 お客様のためを思い、解決のために応対するが、かえって時間がかかってしまう場合はどうしている？ 

1. お客様のためを思ってという人がいるが、大概は自身のためが多い。お客様に自身の知っていることを教えてあげたいと

いった自己満足的なところがある。電話が長引くことはお客様の満足にはつながらないことを分かってもらうようにした。 

2. 個人カルテをもとに、ＡＴＴが他の人とどれだけ違うのかを示した。言葉で「通話時間が長い」と言われても、あまり気にも留

めないが、数字として見せると、自身が他の人と比較して明らかに時間が長いことが一目瞭然なので、意識するようになる

と思う。 

3. 個人カルテを見せることは効果的。自身の成長過程を見せることもできる。また、カルテを見せるときにコミュニケーション

も取れる。センターのＡＴＴが改善したので、個人へのカルテの開示を止めて、センター全体の数値を掲示するだけにして

いたら、再び悪化してしまった。センター全体の数値を見せても、自分の現在地が分からないので、個人カルテを見せる重

要性を実感した。 
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【課題 9】 テレコミュニケーターのマインド面の強化のために行っていることは？ 

1. 月 1回の面談。成績（数値）を見せて、ここまで上げて欲しいという期待を伝えていく。会社や業務に対する不満なども雑談

のような感じで聞くようにする。また、応対の音声も聞いてフィードバックするなど、約 1 時間を費やしている。朝礼の時に

は、成績優秀者や良い応対をした方を褒めたりするが、もともと意識の高い方には効果的だが、そうでない方にはあまり

効果がない。SV ひとりにつき 8 名のテレコミュニケーターを受け持ち、面談する。約 3 ヶ月で、担当 SV を変えるようにして

いる。担当を変えないでいると、その SVの考えに偏ってしまうことになり、その弊害が大きいと考える。 

2. 自社のセンターミッションを掲げている。センターに掲示して、どこでも目に入るようにしている。また、良い通話を聞く研修

も半年に 1 回行っている。通話はセンターミッションに適った応対を選んでいる。研修受講者からは好評で、実際に他のグ

ループから品質が良くなっているという評価をもらい、効果があったと思う。 

3. 朝礼でプロ意識（お金お貰い仕事をすること）を植えつけている。意識の面は経験・知識によらずに新人でも身につくもの

である。また、テレコミュニケーター個々に適したコミュニケーション、指導をすることで、モチベーションが向上するよう心掛

けている。例えば、役者志望の方には上手に演じるように、ダブルワークの方は、応対のスキルは他の仕事にも活かせ、

高いパフォーマンスを発揮できるなどと伝えている。 

4. クライアントと一緒に決めた 16か条のミッションをセンター内に掲げて、どの席からでも見えるようにしている。朝礼で話し、

そのミッションに適した事例を伝えている。その 16 か条を品質評価にも連動させており、このミッションに達成するために

は、どのような応対が求められるかなども明示している。 

5. 朝礼の時には成績以外のことを表彰・発表している。月毎に「残業を多くしてくれた賞」、「良い応対ができた賞」などを、SV

が考えて、多くのテレコミュニケーターが表彰されるようにしている。その他、キャンペーン期間は目標を○％以上、上回っ

た人は自社商品をプレゼント。販促部にも 1日 1回、誰かのトークを聞いてもらうようにし、一定期間内で良い応対をした方

にはグッドトーク賞として販促部長より表彰してもらう。ブラザー・シスター制として後輩の面倒を見てもらうことで、自身の

意識改革やスキル向上にもつなげてもらっている。 

6. ブラザー・シスター制は立場を変えること、教わる側から教える側に変わることで、気づきを得られることで、本人のモチベ

ーションやスキルアップにつながる。 

7. 販促の媒体を決めるにあたっては、必ずテレコミュニケーターをミーティングに入れて、どの媒体が良いかなど意見をもらっ

ている。応対業務以外において、助言を求めたりすることは、テレコミュニケーター自身にとっては、放っておかれていない

と感じているようである。 

8. クレーム削減や KPI向上などの委員会を立ち上げる。それにはテレコミュニケーター自らが参加し、SVやトレーナーはファ

シリテーター役を務める。会社側が考え、何かをしてもらうことを待つのではなく、自分たちで考えてもらい実行してもらうよ

うにする。意識づけとしては効果が出てきていると思う。 

9. 競合他社に電話をかけてもらい、他社の応対やサービスなどを知ってもらう。グループミーティングでは、「ショッピングの

楽しさ」など少し仕事とは離れたテーマを設定し、自由に討議してもらうのもマインド向上や仕事への意欲向上においては

良いと思う。何よりも楽しく取り組んでもらうことが重要。 

10. 「不満」は「改善」のポイントになる。大きな不満はなくても、１００％満足という方はいないと思う。少しでも「こうしてもらえた

ら良いな」ということを引き出したり、何でも言いやすい雰囲気にしたりすることで、そのためには何ができるかと一緒に考

えられるようにしている。 
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11. マルチスキルを求められる業務だったが、「販売はやりたくない」という方もいるので、販売を除いたスキルの業務だけを切

り分けた。辞める寸前だった方が、いきいきと働くようになり、今では SVになった。目先を変えてあげることも大事。 

12. 自ら目標設定をさせているセンターがある。今月の目標を書いて、パソコンの横に置いておく。面談ではそれが達成したか

どうかを確認していく。主体性をもって業務にあたると意欲がわいてくるものである。 

13. コミュニケーターがマニュアルやスクリプトの使い勝手が悪い！などと言えるような環境を作ることが必要であり、一緒に業

務を作っているんだ！という一体感を持たせるようにしている。 

14. コミュニケーターが改善案や要望を寄せられる目安箱を設けている。1 週間に 1 度、改善できたものについては表彰をす

る。一方で、改善できなかったものも重要で、それがなぜできなかったのかをきちんと回答している。意見を言ったが、何も

してもらえないことが不満につながる。 

 

【課題 10】 日頃、不満を口にし、周りに悪影響を与えそうなテレコミュニケーターへの伝え方・指導で工夫していることは？ 

1. ひと通り話を聞いて、まずは落ち着いてもらうようにする。担当の業務が高いスキルを要求され、本人もプライドを持って仕

事をしているという意識が強い。他の誰かと比較して、不満を口にするようなことであれば、伝え方ではないが、他のチー

ムとメンバーを入れ替えたりしている。 

2. 面談を２名体制にしているのは、１対１だと相性が悪かったり、言いやすいＳＶに強く言ったり、言った・言わないということ

にならないようにするため。 

3. すべて吐き出してもらった後に、常に見ているという姿勢を示した上で、こちらの意向を伝える。相手の話を聞いている時

は、目を見て聞くだけでなく、メモを取る。メモを取ることで聞いている姿勢を示せる。また、相手が言ったことに関連したこ

とで、褒めるようにしている。突然、全く関係ないことで褒めても伝わらない。 

4. 基本的には聞くことに徹し、それに対して説明したり、反論したりしないように注意している。面談・コーチングの際にだけ気

を付けるのではなく、日頃の接し方が重要と考えている。 

5. 個人カルテがあり、１カ月の勤怠や応対件数などをフィードバックしている。不満に対しては、会社として応えられること、そ

うでないことがある。できる・できないを見極め、できることは迅速に対応し、できないことについては否定せず、担当に伝え

るはするけど、応じることはできないと思うと正直に伝える。 

6. 日頃から不満を口にしている方とは、時間が取れる時に面談をするか、または、その方にプライベートで用事がある時に

面談をするようにしている。多くの場合、時間がかかるだけで堂々巡りになるので、最短・最善でできることを意識している。 

7. 面談の際は、正面にならないよう座る位置に注意する。そして、自己チェックをしてもらい、本人に意見を言ってもらう。気

持ちが下がっている方は、多くが悪いことしか言わないので、ひとつだけでも良いことを言ってもらうようにする。 

8. まずは話を聞いて、できること・できないことを伝える。そして、本人がどうしたいのかを言ってもらい、それが実現できるこ

とであれば、言った手前、本人も頑張るようになる。 

9. 理不尽なことを言ってきたお客様との電話を終えた後、イライラを吐き出すＴＣもいるが、管理者も一緒になって同じことを

言ったり、共感を示したりしないようにしている。そうしてしまうと、それで良いんだと思うようになるので、気を付けるように

している。ＴＣ同士で言い合うのであれば、ある程度はガス抜きと思い、見過ごしている。 

10. クライアントの大事なエンドユーザーであることを理解してもらうようにする。また、お客様から嫌なことを言われるのは、自

身がそんな気持ちで応対しているからでは？と問う。 
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11. チーム新聞を自発的に月 1 回の頻度で作っている。コラムでマザーテレサの言葉を載せたら、ＴＣ内で話題になり、身に沁

みたようである。 

12. 自社では少人数のチームなので、クレームがあった時はお互いに慰めあうことができるのは良いが、一方で、悪い話でも

同調してしまうのが心配。 

 

【課題 11】 電話応対の研修をして、テレコミュニケーターのスキルが飛躍的に向上したことはある？ 

1. 自分の通話を聞いてフィードバックする。サンプルになる良い通話を聴くことで、こういう言い回しがあることに気づき、勉強

になったという声があった。また、他者の応対を聞き、学ぶことで、前向きに仕事を取り組むことになった。 

2. 確かに本質を突いた質問だと思う。電話で話すことができない、敬語が全く使えないという人は、そもそも採用しないと思う

ので、最低限必要な知識は持っていると思う。そうした人に対して、テレフォンスキルの研修をする効果が果たしてどのくら

いあるのか、ということだと思う。 

3. モニタリング＆フィードバックを継続することで、飛躍的ではないが、徐々に良くなると思う。 

4. モニタリング＆フィードバックには力を入れている。応対品質を点数化し、ランキングで公開しており、誰でも点数・順位を

確認できるようにしている。指導においては、一緒に応対を聞き、良かった点を伝え、改善点を伝える。さらに、何か気づい

たことはあるかを聞いている。たいてい、早口だったなど出てくるので、次回に向けた課題を設定する。そうすると、課題を

意識するようになるので、徐々に良くなってくると思う。 

5. 知識も敬語も完ぺきだったが、感情が込められずに、冷たい印象のコミュニケーターがいて、応対クレームとなることがあ

った。問題点を指摘しても、本人はできないといったが、何度もモニタリング＆フィードバックを行うことで、良くなっていった。 

6. 方言が強いコミュニケーターがいて、応対クレームになるケースがあった。その方はサッカーが得意であるため、サッカー

のルールの説明を他のコミュニケーターに、分かりやすくしてもらうことを練習のために行った。聞いているコミュニケーター

には、練習だから分からなければ遠慮なく指摘するようにしてもらったところ、徐々に良くなっていった。 

7. 会社・センターとして使用する言葉のレベルを共通認識化するためには、テレフォンスキル・応対スキルの研修は必要であ

る。最近、「こういうケースはこう答える」という一問一答に慣れてしまっている人が多い。それで 8 割は対応できると思う。

しかし、新人の段階で、最初にテレフォンスキルや言葉に関する基礎的なことを、目的からしっかりと教えておくことで、コミ

ュニケーターは残りの 2 割も対応できるようになる。また、基礎的なことは、後から教えてやってくださいと言いにくいことも

ある。テレフォンスキル・応対の研修は新人の初期段階でしっかりとやってもらいたいと考えている。 

 

【課題 12】 育成する立場としての姿勢は？ 

1. 自分達で採用した人は見捨てない。業務内容が合わずに退職されるのは仕方がないが、会社が嫌いで辞めることのない

ようにと考えている。 

2. 直雇用なので採用した責任もあり、見捨てない。離職も低い。雇用形態が正社員、契約社員、アルバイトと異なるがわけ

隔てなく懇親会、ランチ会もする。 

3. お互いをあだ名で呼ぶようなフランクな雰囲気。辛い時は辛いといえるような間柄をめざす。 

4. 伸びているメンバーがいるチ―ムを見ると、SV がスタッフを家族のように思っている。言うべきことは言い、褒めるべきとこ

ろはしっかり褒める。 
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5. 会社に来て一瞬でも良かった、と思えることがあるように心がけている。 

6. つまずきの有無を都度確認するために面談する。電話に出始めたときに面談するなど、サポートをしっかりする。 

7. 仕事を辞めずに、別の業務グループに移動してくれたという感謝の気持ちがある。大変な対応をしてくれたり、頑張ってく

れた場面では感謝の言葉を言う。 

8. 必要な大切なメンバーであるということを言葉に出して言うようにする。見捨てないことが大切。 

9. 手描きのメッセージが SVにたくさん来る。何事も言いやすい雰囲気であるように努力している。 

10. ベテランになるほど、学ぶ意欲が下がってしまうのが課題。品質向上研修で、異業種の方に講師としてきていただくなど新

鮮な刺激を与えられるよう試みている。 

 

【課題 13】 SV、トレーナーによって指導内容が違うとテレコミュニケーターに言われた時はどうしている？ 

1. 「SV の○○さんから言われたことと違う」とコミュニケーターに言われたら、すぐに、その場でその SV も呼び、一緒に確認

するようにしている。それでも解決しない場合は、過去の資料の確認、クライアントへの確認、月１回のＳＶミーティングで議

題にして話し合っている。 

2. 実際に SV が間違った指示を出してしまっていることもある。その場合は、「今後は○○という対応をしてください」「間違っ

た指示を出した SV には自分から伝えておきます」ということを伝えている。またコミュニケーターの中には、「SV の○○さ

んに言われたので」と、都合よく解釈したり、言い訳をしてしまう方もいるため、その場合は、その SVも含めて確認をするよ

うにしている。このような行き違いが生じた場合は、月 1回の SVの会議で共有することにしている。 

3. どの SVに指示を受けたかを明確にするため、対応後のログにどの SVの指示だったかを必ず明記するよう徹底している。 

4. コミュニケーターから何度も同じ質問を受けたら、すぐに回答するのではなく、「いつもはどうしているの？」と聞き返してみ

る。なぜなら、何度も同じ質問をしてくる場合、コミュニケーターがその内容や指導に納得していないことが多いからである。 

5. SV としては同じ説明をしているつもりであっても、微妙な伝え方の違いが原因で、コミュニケーターの捉え方が異なってい

ることもある。担当している業務は SVが 3名という規模なので、アナログな方法ではあるが、共有事項は全てノートに残し

ており、SVはノートの内容を確認してから業務に就くようにしている。 

6. 伝えた内容が同じであっても、その背景にある情報量が違うため、言われた側への影響が変わってくることがある。背景に

ある情報量が多いと伝えた内容に説得力が増す。 

 

【課題 14】 デビューが危ぶまれるスタッフへの対応はどうしている？ 

1. 研修担当から研修中の所感や情報提供がある。どうかと思われる人は管理職がサポートしたり、先輩のモニタリングをす

ることから開始して、大丈夫となってから電話デビューする。 

2. 商品情報量が多く理解の早さに差が出る。 1 人にかける時間が長くなっても必ず最後は理解できるところまで研修を実施。 

3. 定期モニタリングで、3 カ月たってこれかというような衝撃の事例もある。担当業務を「こっちの方が得意だよね」と前向きに

声をかけて変更することもある。 

4. 面談、評価、フィードバックの際に、企業が求める期待値や、それを満たすために何をしてほしいかを伝え、「いきなり」感

がないようにしている。 

5. モニタリング・フィードバックを繰り返す。人によってはかなり長く研修が続く人もいる。 
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6. 幅広い業務知識が必要で、マニュアルも分厚い。難しいと思われる方は研修中に辞められる。1 年間継続できればその後

の退職はない。 

7. 電話は取らないといけないが、難しい案件は管理職が引き取るからと伝えて、過保護すぎるぐらいの感覚で仕事を始めて

もらう。 

8. アウトバウンドでは成果が良い人の間に新人を置くのも良くないし、席は気をつかう。 

9. トレーニング担当者がロープレを繰り返す。つきっきりにはなれないので、音声も聞いてもらう。 

10. 製品知識がないと務まらないので、研修期間は長い。詰め込みすぎると、いざ電話に出る頃には忘れてしまうので、業務

をカテゴリー化して、スキル設定している。少しずつ成功体験を積んでいき、スキルを上げていく。直近の新人ではすべて

に対応できるのに半年要した。そのため、研修を休んだ場合でも、辞めてもらうことはない。 

 

【課題 15】 新人・導入研修で伝えたいことが沢山あり、座学研修になりがちな中、受講者を飽きさせないためにどうしている？ 

1. 参加型の研修にしている。また、テキスト・マニュアルに書いていないことを伝えるようにしている。時間がない時は、同じこ

とを繰り返さないように注意したり、大切なところは断言するようにしている。 

2. テスト形式にして、書いてもらった後、その答えを皆で口に出してもらうようにし、体を使うようにしている。 

3. 一方的に話すのでは相手も飽きるので、相手に発言してもらい、こちらから質問をすることで、反応を引き出すようにする。 

4. 飽きさせないためには、ある程度の脱線は必要。最初、研修時は誰もが不安があるため、あまり頭に入らないと思うので、

業務知識の研修はやらないようにして、センターのルールなどを話したり、自分自身の人となりを分かってもらうよう心掛け

ている。また、業務に関するエピソードなども交えるようにしている。 

5. テキストに書いてあることは、かいつまんで説明し、受講者と対話することを心掛けている。業務に関するエピソードを聞き

出したりするが、指名する人を間違えると長くなってしまう。 

6. 通信販売の利用者として良かったこと・悪かったことのエピソードを話してもらい、逆の立場になった時を想像してもらう。そ

れを受講者同士で話し合ってもらう。 

7. コールセンターに電話した時の体験談について質問をする。 

8. 研修手法でアイスブレイキングがある。研修に入る前に、受講者にリラックスしてもらったり、場を打ち解けさせるために行

う。内容は研修に関わらないことで、自己紹介やじゃんけんゲーム、図形想像ゲームなどがある。 

9. 自己紹介・他己紹介は、相手に分かりやすく情報を提供するという練習にもなり、お客様との会話にも役立つと思う。 

10. 座学で一方的に伝えるだけでなく、様々な事例を出して質問をすることで、インタラクティブなやり取りを入れたり、グループ

ワークを入れたりと。また、最初に回答できた人にご褒美をあげるなど遊び要素も取り入れた。 

 

【課題 16】 1名の欠勤により、研修に遅れが出てしまった場合の対応はどうしている？ 

1. 研修をビデオに撮っておいて、それを見てもらうようにしているため、トレーナーが 1対 1で教えることはしていない。 

2. 1 日でも欠勤すると、その人のためだけに教えることができないため、辞めてもらっている。そのことは事前には伝え、了承

してもらっている。 

3. 自社でも同じように、短期採用の場合、初期研修期間を休んでしまうとついていけなくなるので、その場合は辞めてもらうこ

とになると事前に了承の上、採用している。 
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4. 自社は初期の座学研修だけで 1 カ月を要す。一人前になるのに 3 年かかる。そのため、大量採用はせずに、見極めて少

ない人数を採用している。採用した人を育てなければならないので、1日休んでも辞めてもらうことはない。 

 

【課題 17】 研修時の離脱防止の取り組みは？ 

1. ベテランの世話好きな人に新人さんを輪に入れてもらう。昼休憩のストレスを軽減。 

2. 遅番の人は休憩がバラバラ。土日だけは営業時間が短いので一緒に休憩できる。他愛のない話をしたりする時間が大事。 

3. ベテランに頼んで新人さんがなごやかに仕事をしてもらうようにしている。ちょっとした話ができる環境、ちょっとした私語が

できる相手がいることが大事。 

4. 研修中質問があるか聞いても返事がない。コピー用紙を利用した手づくりノートを渡して聞きたいことを書いて帰ってもらう。

育成に関わらない管理者にも答えを書いてもらう。個人的な内容も入ってきて、研修中にも話しかけが増える。 

5. 研修のうちの短期間、着信が少ない時間帯を使って、短時間の自習時間で質問を書いてもらっている。 

 

【課題 18】 着台後のサポートはどうしている？ 

1. チームの中で新人が困っているところを見て、研修終了後振り返りのミーティングや座談会の場を設けた。着台後のちょっ

とした気になること、メンタル面のフォローができる。 

2. 1対 1の面談をする。 

3. 研修のアンケートをとって研修の内容を見直している。 

4. KPI のフォローチームをつくる。問題が発生してからではなく、発生しそうな段階でフォローをする。発見型のサポートに効

果がある。 

5. OJTパートナーを年齢が近い担当とし、研修時とお客様対応時の声のトーンなどの違いを確認する。 

6. 新人が先輩のモニタリングをしてブラッシュアップする。 

 

【課題 19】 テレコミュニケーターとの情報共有の方法はどうしている？ 

1. 頻度が低い作業に対する例外的なメール指示など、まれな業務でも情報共有を確実に行ってミスを防止する工夫が必要。 

2. 毎日、担当者全員が管理者のところに報告書を提出して帰る。管理職と話したいことがある人は最後の方に並ぶ。SV が

複数でも全員終了までに 30分くらいかかるが、管理職にホットな状態で気づきが入る。 

3. 研修を細分化して、シフトの隙間に実施する。同じ研修を何度もしなければならないが、シフトも見て SV と交渉して研修に

出してもらう。 

4. 業務についてはタスク管理。全員がそれを見て、見た足跡も残る。ツールとしてはバックログ（Backlog／プロジェクト管理ツ

ール）を使用している。部署ブログを作成し、周知内容やお客様の声をのせる。ブログにすると意外と漏れはなくなる。書き

込み自由なので楽しんで書いてくれる。 

5. 共有情報を見たあと、「理解しました」までを管理している。 
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【課題 20】 スキルが安定している中堅クラスにもう一つレベルアップしてもらいたいという場合はどうしている？ 

1. テレコミュニケーターではあるけど、アドバイザーというポジションを設けて、先輩・お世話役という役割をしてもらっている。

それが、次に行くステップだと認識してもらっている。アドバイザーになる基準は評価点や指標があるわけではないが、ＳＶ

会議などで選出している。 

2. 上席側の問題もあるのではないか。振る舞いが良くなかったり、仕事が大変そうに見えてしまうと、「ああなりたくない」と思

われてしまう。憧れてもらえる存在になれれば良いのだが。 

3. 大変なことを簡単にやっているように見せられれば良いと思う。クレームを終えた後でも、つらい顔をするなとＳＶにはいつ

も指導している。 

4. 会社の方針、会社が今後どういう方向に向かっていくのかを、きちんと示すことが大切。 

5. 「今が自分の限界だ」と言って聞き入れてもらえない方には、仕事以外のことでその方に尋ねたりして、距離を縮めるよう

にする。すると、この SVは自分の話を聞いてもらえる人だと少しずつ意識が変わり、それが信頼関係につながってくる。 

 

【課題 21】 テレコミュニケーターの突発的な休みへの対策はどうしている？ 

1. 着台し始めると、休みが増える傾向にある。本人の健康や家族に関することが欠勤理由だと、受け入れざるを得ない。SV

同士で、どのようにしたら良いか話し合ったところ、徹底してコミュニケーションを図るしかないとの結論になった。休んだ翌

日に出勤した時、ひとりの SV だけでなく、他の SV も代わる代わる、「休んだけど、どうしたの？」と声をかけるようにした。

それを続け、SV も心配してくれているのだと分かってもらえると、少しずつ本音を聞き出せるようになってきた。 

2. 休みの連絡を受けた時、理由を聞き、１日中休まなければならない用件でなければ、少しの時間でも出勤してもらうように

している。来なくて勤務時間がゼロになるよりは良いと思っている。ただし、電話連絡では本当の理由は聞き出せないと思

う。出勤した上で、理由を尋ねると、前日のお客様からのクレームが原因だったりすることもある。 

3. 以前は欠勤が多いセンターだった。常習者は嘘をついてでも、こちらが断れない理由をつけて休む。休む本当の理由を聞

き出すには、相談しやすい雰囲気を作るように心掛けた。すると、今まで言っていた理由とは違うことが出てくるようになっ

た。そのため、休みを前もって取れる環境を作るようにした。シフト調整・提出の時に、月２回までは希望する日に休みを取

れるようにした。前もって休みの相談をしてくれれば、こちらも応じるとすれば、お互いに良いと思う。それによって欠勤率

が２％以下になり、月によっては０％もある。 

4. 獲得系のセンターのため、成績上位者の月間インセンティブ制度がある。月末になると、自分が成績上位者にならないこ

と、または、上位が確定していることが分かるので、途端に休みが出てくるようになる。そこで、成績上位のインセンティブ

制度を残しつつも、個人目標に対するインセンティブ制度を設けることにした。ただし、その制度は無遅刻・無欠勤・無早退

を条件にしたので、欠勤対策に効果があった。今まであった制度に条件を付けると反発が出てくるが、新たな制度であれ

ば最初から条件になっているので良いと思う。 

5. 成績に関わらず、皆勤賞を設けている。フルタイムとパートタイムによって、インセンティブの内容に違いはある。上期より

も下期の方が繁忙期のため、下期の方が手厚くなっている。ただし、本来は、出勤することが当たり前であり、きちんと出

勤すれば、インセンティブを与えるということに社内でも、毎回疑問の声が出てくる。しかし、それを止めてしまうことで、不

満が出て、出勤状況に影響が出てしまうことを懸念し、止められなくなってしまっている。 

6. 欠勤した人には振り替えを依頼していないが、繁忙期には多めに出勤してもらうようにしている。 



 

29 

7. 皆勤賞の対象期間を四半期としていたこともあったが、対象期間の最初の方で休んでしまうと、残りを頑張らなくなってしま

うので、月間にした。 

8. センターの規模にもよると思うが、誰かが休んでいると、自分も休んで良いと思い、それが頻繁になると休んで良い職場と

いう雰囲気になってしまう。誰も休まないと、少しの体調不良であっても、休まず来るようになると思う。 

9. １日の中で、リフレッシュ休憩という時間を設けており、誰がどの時間帯で休憩中か分かるようにしている。当日休んだ人

は、「当日休み」という欄を設けて、周りに分かるようにしている。 

10. 新人には手厚くフォローしている。仕事なので出勤することが当たり前なのだが、仕事しやすい、楽しい雰囲気であれば、

休まず来ると思っている。 

11. 目標を達成したら、月末に皆で一緒にランチに行く。費用は各自負担であるが、達成感もあり楽しんでいる。今度のランチ

はどこが良いなど出し合い、次の楽しみにつながっていると思う。また、女性の多い小規模なセンターなので、自由参加で

あるが女子会を開催し、カジュアルな場で気軽に話ができ、本音も聞くようにしている。 

12. インセンティブ制度はチームで設けている。チームを対象とすることで、結束力が生まれ、頑張ろうという気につながってい

る。月末になるとリーダーから、もう少し頑張ればトップになれるといった話やメールが送られてきたりすることで、個々でも

工夫するようになってくる。チームとしての意識が生まれることで、欠勤防止には役立っていると思う。 

13. ２０日出勤した方には 5,000 円を付与している。欠勤したことをそのままにしないようにしている。人が足らないとお客様を

待たせることになってしまい、お客様に迷惑をかけてしまう。当日欠勤した時は、必ず振り替えをしてもらうように言っている。

ただし、小さな子供がいる方が多いので、なかなか他の日に振り替えることができずに困っている。本当に人が足らないと

きは、今いるメンバーに 15分だけでも勤務を延長してもらうなどしている。 

14. 勤怠が悪い人はフォロー面談をしている。就業契約では、出勤９０％を守ってもらうことになっている。以前、3 か月に 1 度

の面談であったが、そのタイミングでは、残りの日数を全て出勤しなければならなかったり、すでに契約を守れない状況に

なっていたりする。そのため、早めにフォロー面談をすることは、お互いにとって良いことになっている。 

15. 朝礼で、仕事においては欠勤しないこと、遅れないことが大切・当たり前であることを言い続けてきた。 

16. 突発休の翌日、テレコミュニケーターの少し上の上長に報告・承認をもらうようにしていると、軽く見られているように感じる。

言いにくそうな、立場のかなり上の方に報告・承認をするようにしたら効果があるのではないか。常にではないが、繁忙期

のみ普段接しない上長に報告・承認をするようにしたところ、少し効果があった。 

17. 体調不良を理由に休んだ翌日は必ず面談をして、真意を探るようにしている。人を束ねる立場の者は、コミュニケーション

を図ることが大切。お客様からお褒めの電話をいただいた時は、オペレーション中に「お客様からお褒めの電話があったよ」

と簡単に伝えるのではなく、席を外してもらい、「こうした理由で、お客様からお褒めの言葉をいただいた」ときちんと、大切

なことであることを示して、コミュニケーターと同じ目線で伝えるようにしている。自身の尊敬できる上司も、自分と同じ目線

できちんと伝えてくれているので、この人のために頑張ろうという気になる。そうなると、今度は自分からきっかけを与えなく

ても、相手から相談を持ちかけられたり、プライベートの状況を話してくれたりするようになる。相手の状況が分かると、こち

らから気遣えることもできるようになり、「●●の行事があるから、休まなくても良いの？」と言えることで、信頼関係が構築

できる。上司として、相手に対して「何で言ってくれなかったのか」と思うことがあるが、それが間違いで、こちらが気づけな

かったことに問題があると思えなくてはらなない。 
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【課題 22】 テレコミュニケーターのスキル／ランク分けはどうしている？ 

1. エキスパートオペレーターとそれ以外で分けている。ＱＡ・プロセスチェック等、5 段階で評価。正社員・派遣関わりなく、同じ

く評価している。4以上の評価でエキスパートオペレーターに任命。週 1回のテストを実施している。 

2. 新人のデビューの際、知識面は筆記テスト、品質面は 2 本のリアルモニタリングで、20 項目で評価している。オペレーター

のランク分けについては、解約阻止を最重点で評価、阻止率の高さで 5 段階評価。ランクが上がると、ＯＪＴとして教える側

の立場になれる。初心に戻ったという感想があり、ＯＪＴ担当になりたいという人が増える。ランクは給料には反映されない。 

3. コミュニケーターのリーダーを設けている。ＳＶのヘルプ・帳票作成業務を手伝ってもらう。次期ＳＶ候補という位置づけ。 

4. これまでコミュニケーターからＳＶにキャリアアップできる仕組みが無かったので、新たに導入した。コミュニケーターの上が

リーダー、ＳＶ、マネージャーとなる。それぞれの職位に応じて給料も異なる。 

5. コミュニケーターのランク分けは、マインド、業務知識テスト、通話品質、パフォーマンスデータ+加点で評価し、ＳＶによる査

定会議で考えている。 

6. オペレーター、ＡＳＶ、ＳＶの 3 段階に分かれているが、明確なキャリアップの基準はない。ＳＶは必ずオペレーターから登

用する。必ずしもマルチスキルのＳＶではないので、マインドが強い方、知識のある方などを管理者が判断してＳＶに登用

している。ランクは 3 段階だが、オペレーターの時給は変動している。ＱＡスコアで上下する。オペレーターデビューの判断

基準は、ある程度の業務識があれば、あとはマインド面でカバーできると考えている。 

7. レベル設定は 7段階。レベル 7はおらず、レベル 6（サービスマンのレベル）はいる。年 2回、入力テスト、電話応対のペー

パーテスト、検索ツール操作などを見る。嘱託、パートはレベルにより給料が変わる。普段業務を行いながら、テストで良

い点をとってもらうために、定期的に研修を行っている。レベル別の研修も行っている。 

8. 入電する範囲分けをしている。（地域によってルールが異なることがあるため）新人は首都圏、なれてくれば関西圏、他部

署などの応対をしている。スキルベースルーティングをしている。 

9. 訪問、事務手続きなどは別部署に必ず情報提供するので、そこの連携がうまくいかないこともある。スキル設定は経験年

数で設定している。 

10. 当日欠勤が多かったこともあり、プラスマイナスで評価をしていたが、それでも改善が見られなかったので、表彰に皆勤賞

（6 ヵ月）を設けた。 

11. レベル別評価テストを実施。テストは 1 年に 1 回、全員が行う。「検索テスト（端末操作 50 問）」、「商品知識（50 問）」、「ＦＡ

Ｘ修理依頼対応」、「タイピングテスト」、「電話応対（敬語など 50 問）」の 5 科目。そのテストに加えて、年間の生産性、勤怠

を加えて評価を行っている。評価はレベル１～６で判定し、給与に反映している。テストを含めた評価制度が、モチベーショ

ンに影響していると思われる。人にもよるが数字で見えた方が明確で、目標設定しやすいので良いと言われる。 

 

【課題 23】 テレコミュニケーターからスーパーバイザーへステップアップする基準や期間は？ 

1. 以前は 3年くらいを基準に人選していたが、現在は 2年を目安にしている。空きが出たら、チーフＴＣがＳＶにあがる。 

2. 各ＳＶに推薦するとしたら誰かを聞く。挙がってくる方は優秀なので、勤怠を見て、残業の融通がきく方で、他のＴＣから異

論のない方を選ぶ。ハイパフォーマーよりは、ちょっとパフォーマンスが劣っても教えることが好きそうな方を人選している。 

3. 勤怠など会社の規定をクリアしている方。その上でパフォーマンスが良く、人柄で選ぶ。 

4. ある程度のＣＳＲ経験も必要。ＣＳＲ経験が短いと、ＳＶになってからが大変になる。 
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（３）モニタリング＆フィードバック 

【課題 1】 モニタリングの目的は？ 

1. センターミッションが達せられているか確認している。 

2. ①新人 CSR サポートのため、②お客様に満足してもらうため気持ちよくコールを終えてほしい、③クレーム防止のため。 

3. ①新人サポートの為、②リアルタイム実施：クレーム防止の為③サイドバイサイド実施：応対事例ナレッジ共有。 

4. センターが契約デスクであるため、モニタリングを行う目的としては、オペレーターの品質を高め、顧客満足度（ＣＳ）をあげ

ることが一番の目的である。ＣＳは、Webアンケートで行っている。 

5. （アウトバウンド）トークスキルや言葉使いも大切であるが、やはりお客様に安心感を与える対応ができているか、を測るこ

とが目的である。 

 

【課題 2】 モニタリングの告知、実施頻度はどうしている？ 

1. 現在、モニタリングは不定期実施。対象は、全通話録音の中から選定している。 

2. QA でモニタリング実施対象期間を告知している。期間の告知は、オペレーターに対する意識付け。SV によるモニタリング

は月 1回長所・短所をフィードバックし、修正されているか日々チェックしている。すぐ改善される人と変わらない人がいる。 

3. 月１度のモニタリングにおいて、以前は対象コールをオペレーターが選択していた。皆良くできているコールを選択してくる

ので、今は SVが選択。SVが３・４人のオペレーターを受持つ担当制。 

4. 定期モニタリング年 2 回、随時モニタリング年 2 回。コーチング時期を CSR に告知し、自身で録音テープを提出してもらう

方法。オペレーターはモニタリングにより「指導されること」についての意識が高い。スコアが厳しいと感じているようだが、

フィードバックを受けた後はすぐ改善される。オペレーター自身、気づきがあるからだろう。 

5. SVは情が入ってしまうので、外部委託によるモニタリングも有効である。 

6. 前回のモニタリング結果のランクにより、実施頻度が 2・3 ヶ月～1 年に１回と変わる。重視しているポイントは接遇。モニタ

リング対象月の 10 コール～2 コールを聞き、フィードバック用の 2 コールを選定している。 

7. 3 カ月に 1度実施しており、一人当たり 30分程度。三者面談形式のフィードバックを行っている。 

8. オペレーター、ＳＶ，ＱＡの三者で面談・フィードバックを行っている。今までは、ＳＶの立場で面談に立ち会っていたが、この

４月からＱＡ担当として行い、ＳＶとの立場の違いを感じている。ＱＡの視点から厳しい指摘をすることもあるが、ついこの間

までは SVだったので、このような指摘をしたら、この方（コミュニケーター）は落ち込んでしまうかも、と考えてしまう。 

9. １カ月に１回、５分くらいの通話を聞いて、フィードバックを５分でしている。内容はこの先の１カ月でどう改善してかというこ

とが中心となっている。 

10. リモートという離れたところでモニタリングをして、ＳＶがフィードバック＆コーチングをする形式と、サイドバイサイドという隣

で聞いて、フィードバックする形式がある。サイドバイサイド形式で行える担当は決められており、自身はその内のひとり。

３ヵ月に１回はサイドバイサイド形式でやるように決めている。サイドバイサイドのモニタリングは、ついもう１コール聞いて

みようとなってしまい、時間・稼働がかかってしまう。それにより時間がなくなってしまい、フィードバックはコーチングという

よりはティーチングになってしまう。業務を中断させるので、フィードバックも短時間でやらなければならないこともあるが。 

11. 頻度は年３回。３回のうち１回は、混合モニタリングといって、オペレーター数名で改善案を出し合うこともしている。１対１

のフィードバックは、４５分くらいかけている。リアルタイムではやらない。 
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12. 月に１回、正式に評価を行い、ランキングを出している。正式な評価以外でも、毎週または２週間に１回、モニタリングを行

っている。それは、月 1 回の正式な評価に向けた、モニタリング＆フィードバック。ランキングが出るので、ＳＶ自身もそれに

向けて応対品質を改善しようという気になる。 

13. 月１回、４５分～１時間を一人当たりにかけている。モニタリングシートをもとに、先月の音声をランダムに抽出し、ＳＶ１名

だけだと評価が偏るので２名で行い、さらにオペレーター自身がセルフモニタリングもしている。 

14. 通常のモニタリングに加えて、問題のあるオペレーターには、サイドバイサイドでモニタリング＆フィードバックしている。 

 

【課題 3】 モニタリングは１日どのくらいしているのか？ 

1. 新人は全応対をモニタリングしている。 

2. 月に１回は実施している。 

3. ひとり立ちできるまでは、つきっきりでモニタリングしている。 

4. １日１件はできるようにと SV間で決めている。 

5. OJT 期間のモニタリングに先輩 CSR に任せることもできる。新人の OJT を任せることにより、空いた時間を SV が有効活

用することもできるし、何より先輩 CSRのモチベーションが上がる効果も得られるという事例もあった。 

 

【課題 4】 モニタリングのサンプル数、選び方やフィードバックにかける時間？ 

1. 平均通話時間に近いコールをサンプルとして 1 本、抽出している。モニタリング自体は当たり前に浸透しており抵抗はない。 

2. 抜き打ちで 1本。あまりにも悪いコールは対象外としている。 

3. QA担当者が複数コールをモニタリングし、「良い 1本」と「悪い 1本」を選出。自己評価も行う。 

4. 定期的というよりは期間と目的を決めたモニタリング。期間中のみ丁寧なオペレーターもいるがそれも実力と割り切ってい

る。 

5. QAは発足したばかり。評価よりも改善重視。サンプルは本人が選ぶ。 

6. コーチングは 1 人に対して 30 分前後。対象は 1 通話。50 項目を 3 段階で評価している。コーチングでは、コミュニケータ

ーにも聞いてもらい、自分で考えて感想を言ってもらうようにしている。 

7. 「平均通話時間前後の通話」「短すぎる通話」「平均通話時間の 2 倍以上かかっている通話」の 3 通話を選びモニタリング

している。30項目を 4段階でランク付けしている。コミュニケーターには事前に自己採点してもらい、かつ一緒に聞きながら

コーチングする。 

8. ランダムで選んだ 1 通話について、細かくコメントを書いて本人に渡すようにしている。評価は 5 段階としているが、4 以上

を取れるコミュニケーターはほとんどいない。3 が平均。項目は 13 項目あり、最低限のマナーから顧客満足向上のための

応対スキルまで幅広い項目が混在している。モニタリングにはかなりの時間がかかっている。 

9. 2～3 通話を評価。音声は事前に本人にも聞いてもらう。フィードバックの時間は、一定基準をクリアしているコミュニケータ

ーは 10 分程度、クリアできていないコミュニケーターはそれ以上。目標設定はフィードバック時にその場で考えるのではな

く、いったん持ち帰り、提出してもらうようにしている。 

10. 1本あたりのモニタリングにかかる時間は 7～8分。コーチングの時間に 10分程度の時間を取っている。 
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【課題 5】 モニタリングチェックシートの評価項目は？評価はどのように、何段階でしている？ 

1. Ａ～Ｅの 5段階評価でＥになった人は再研修。 

2. 5段階評価で３が普通。 

3. 5段階評価だが項目によって○×もある。 

4. 応対マナー的なシートと対応内容の精度を確認するシートの 2部構成になっている。 

5. コンプライアンス（説明義務）を果たすためのヌケモレ防止のシート。 

6. 音声表現力、サービスマインド、セールスマインドなどが評点となっている。 

7. チェック時にできていないところに「※」を入力していき、その数で減点していく。 

8. 評価項目としては、対応品質を高めるためのコミュニケーションスキルが中心である。 

9. 基本的な項目としては、会話における“間”とか、提案のタイミングとか、空気を読んで会話を行っているか、等のトークス

キルが中心である。 

10. 会話のチャッチボールを重要視し、オペレーターにすぐにフィードバックを行うようにしている。 

11. （アウトバウンド）会話に営業的センスが求められるため、トークテクニックのチェック項目が多い。 

12. テープモニタリング時とリアルタイム時のチェックシートは異なり、リアルタイムの時には、総合的な評価傾向を測っており、

評価項目が少なくなる。 

 

【課題 6】 モニタリングシートの活用方法は？ 

1. 一人ひとりにフィードバックしている。 

2. シートに記入後、上司に提出。 

3. 個人個人の結果をセンターで取りまとめ積み上げてみると、傾向・強み弱みが見えてくることもある。その結果、マニュアル

を改訂したり、研修に取り上げたり改善につなげることができる。 

4. 評価シートのコピーを渡し、フィードバックの時に具体的なトーク例を補足しながら説明している。ポイントとしては、直ぐに

行うこと、及びシートを使って客観的に自己評価ができるよう指導することである。 

5. 評価項目の点数をレーダーチャートにして、評価コメントを追記し、本人に渡すことによりフィードバックを行っている。また、

次回のモニタリングのフィードバックを行う時に再度前回シートを確認することにより、モニタリング評価のＰＤＣＡサイクル

をまわしている。 

6. （アウトバウンド）ＮＧ項目をチェックし、減点方式としている。改善が必要な場合には、すぐに本人指導を行う。 

7. 評価シートは渡していない。チェックシートに、応対記録の評価を本人につけてもらい、フリートークでアドバイスを行ってい

る。できるだけ、本人に気付きがあるように会話を進行する。 

8. オペレーターに自己評価をしてもらうことは、良いことだと思う。フィードバックから、改善点の優先順位を決めて、次の目標

値を決めていくことをＳＶと一緒に行っていくことにより、オペレーターの納得感も上がり、モチベーション向上にも効果的。

デメリットとしては、ＳＶもオペレーターも工数が非常にかかり、運用が難しいということが挙げられる。 
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【課題 7】 センターのスローガンやミッションを掲げている？スタッフにはどのように浸透させている？ 

1. 自社のセンターでは、スローガンを壁に掲示している。センターミッションに関わるようなコールがあった場合は、それを抽

出して、その解説を行うようにしている。 

2. 社員レベルには浸透しているが、テレコミュニケーターまでに浸透させるのが難しい。言い続けること、自分が示し続けるし

かないと思う。お客様の「真意」、「心のつぶやき」を拾い上げることが重要と伝えている。お客様が「料金の割引制度はな

いの？」と聞いた場合、「ない」と答えるだけでなく、なぜ、そう聞いたのかを考え、その理由などを自ら質問するよう指導し

ている。それで得られたお客様の真意は、記録し、共有している。 

3. センターからはＣＳ向上と言われるものの、応答時間は短くしろと言われることで、どうすればいいんだという意見が、コミュ

ニケーターから出ていた。そこで、「センター長が当センターでは、ＣＳ・ホスピタリティを優先する」ということを宣言した。

CS・ホスピタリティの実現のため、クレドカードを作った。具体的な落とし込みは若手のＳＶがつくり、カードに描かれたイラ

ストはコミュニケーターがデザインした。全従業員が常に所有し、業務で迷った場合はクレドに基づく、行動をするようにし

ている。所持しているだけでは意識が弱くなるため、カードに描かれたイラストのポスターも作り、掲示している。 

4. 受けたコールを修理担当に報告する際、業務の内容のみならず、「気づき」も合わせて、入力するようにしている。例えば、

修理代金がいくらかと何度も聞くお客様がいれば、「修理代金を気にしているようです」と修理担当に伝えたり、赤ちゃんの

泣き声が聞こえれば、「子供がいるので早めに対応してください」と追記している。センターのスローガンを意識させることだ

けでなく、顧客対応を履歴に残すなど、実際の運用にも反映・改善させている。ＱＡの評価にもホスピタリティが加わるよう

になった。 

5. 「迅速・正確に・分かりやすく」というスローガンがある。スローガンを落とし込んで、どのように業務を行うかを指導している。

例えば、お客様の言葉を復唱する、気づかいの言葉を添えるなど。月単位でテーマを決めて、グループ毎にコンペを行い、

表彰し、共有している。 

6. 応対の理念があったが、浸透しなかった。もっとキャッチなものはないかと考え、最近新たなスローガンを作った。全コミュ

ニケーターの成績をランキングすることで、生産性ばかりに気を取られる方が多くなったが、そのスローガンをもとに、「早く

解決すればお客様も喜ぶ」、「良い製品を使えばお客様も喜ぶ」。それにより、お客様の「ありがとう」につながると、ＳＶがコ

ミュニケーターに対して意識づけるようにしている。 

7. 個人的には唱和するのが好き。事業理念を毎日、唱和していたら、コミュニケーターが「あの SV は○○（事業理念）ができ

ていないね」と話しているのを聞き、浸透していると実感した。 

8. テレコミュニケーターを順番に集めて、「センタースローガンを実現するために、自分たちは何ができるか？」を話し合っても

らった。テレコミュニケーター自身で考えてもらうことでスローガンへの理解が深まった。 

9. あるセンターを訪問した時に、スローガンの唱和が惰性になっているので改善できないかと聞かれた。そこで、唱和する人

を変えることを提案した。具体的には、テレコミュニケーター自身に唱和のリーダーになってもらうというもの。人を変えて実

施することで、毎日新鮮な気持ちで唱和ができるようになった。 

10. CS を意識してもらうために、「ありがとう」シールを作り、掲示された紙に貼るようにしている。時期によって、七夕の短冊に

なったりするが。 

11. 「お客様に寄り添って」をミッションとしている。センターでは、チームをアルファベットの A からつけられている。自分のチー

ムは Fチームのため、「ファミリー」をミッションとした。 
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12. 「常にお客様目線で」を毎日唱和している。 

13. 自身が導入研修から現場の管理もしているので、「ホスピタリティ」をミッションとしている。「お客さん」ではなく、「お客様」と

いうなど言葉にもこだわった。以前、お客様を悪くいうような TCがいたので、その方には辞めてもらうなど徹底した。 

14. 「期待以上のサービスを提供する」がセンターのミッション。チームには、「楽しく働ける職場」を心掛けている。「明日も会社

に来たいね」としていきたい。 

 

【課題 8】 モニタリングするスーパーバイザーへのトレーニングは？ 

1. SV自身も月１回評価を受けている。 

2. SVは本社で研修を受け、評価ランクを維持することが必要。 

 

【課題 9】 カリブレーションはどうしている？ 

1. 週 1 回のペースで、トレーナー間でカリブレーションをおこなっている。トレーナー間での採点で 2 点以上差が開く場合は、

それぞれの採点の根拠を示し、擦り合わせている。評価されるコミュニケーターがその点数に納得しないと、聞き入れても

らえないため、カリブレーションには力を入れている。 

2. カリブレーションは点数を合わせるだけでなく、その点数の根拠を議論する過程などで、参加者がフィードバックの語彙を

増やすことができるという面でも役立つ。カリブレーションに使う応対は悪い応対である必要はなく、平均的な応対で良い。 

 

【課題 10】 リアルタイムモニタリングでの指導はどうしている？ 

1. 新人や不安のあるコミュニケーターをリアルタイムで聞いている。通話中の注意は付箋を貼って気づかせる。 

2. 初めからリアルタイムで聞いていたので、むしろ頼られるようになっている。一時、質問が多すぎたこともあったくらい。 

3. リアルタイムモニタリングの目的は、評価しているのではなく、コミュニケーターを守るため、お客様に正確で良い対応をす

るためであるということをきちんと伝えることで、リアルタイムモニタリングに対する意識を変えることが必要ではないか。 

4. リアルタイムのフィードバックは、通話中に付箋でおこなっている。注意するだけでなく、褒めることも行っている。褒めた付

箋をためているコミュニケーターがいて、それが QA担当の自分たちのモチベーションアップにもなる。 

5. リアルタイムモニタリングの際だけでなく、通話が終わった後にも一言褒めることもとても効果的である。 

 

【課題 11】 フィードバックはどのようにしている？ 

1. ２つ褒めて１つ注意する。 

2. 複数の間違いがあっても、全部をまとめてフィードバックせずに、優先順位の高い１つしかその場では注意をしない。 

3. シートは無いので口頭レベルでのフィードバック。 

4. 人事担当が一般的なシートを基に評価を行い、人事担当者と SVが聞いて評価合わせを行う。本人納得した上での評価。 

5. 新人 OJTのチェックを行うのが主なので、できてないことを指摘するだけでほめることはない。 

6. サンドイッチ方式で「ほめる・注意・ほめる」を必ずセットにしている。 

7. できるようになったところをほめてあげる。 

8. 前と比べてできているところをほめて励ますことが大切。成長の記録、努力の記録である。 
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9. ポジティブにモニタリングを行うツールとして「ほめ言葉」をたくさん記入した「ほめ言葉シート」が有効である。 

10. ほめ言葉シートを見てから、モニタリングを行うと良いところ・ほめるところが浮き上がってくる。 

11. ほめる＝認めてあげること。改善点は何がポイントであるか、どうやったら良いかを伝えてあげることが大切。 

12. 聞いた SV がフィードバックも担当。問題のあるオペレーターは、本人のコールと目標にしてほしいコールを聞かせ、違いを

書かせたりすることで指導している。 

13. 案内ミス防止に注力しているため、誤案内をした内容と担当者は関係者に公表される。「ミスが起こらないように」「お客様

のためである」という目的をきちんと伝える。 

14. 「オペレーターのミスを発見するため」ではなく「お客様のことを考えミスを防ぐため」であることをきちんと理解してもらえる

と良い。 

15. オペレーターの性格やタイプによりアドバイス方法を変えていくことが大切だと思います。また、過去と現在を比較して、本

人の成長感を実感させたりする工夫も必要です。本人のベストトークをオペレーターから出してもらうことにより、モニタリン

グ評価を行うという方法もあります。 

16. モニタリングの評価がインセンティブの加点となっているので、オペレーターの意識が高い。マイナスイメージだけ捉えられ

ないよう「改善点に気づけたことを感謝しよう」と評価後のフォローに気を使っている。 

17. モニタリングに対し嫌なイメージを持ちがち。良いこと、良い点を伝えることを重視し、改善点も伝えている。プラス面を強調。

また、SV間でも、オペレーターのミスは管理者のミスであると認識している。 

18. 評価フィードバックの際、オペレーターに先に良いところを言ってみよう。言えるだけ言って、アピールしてみてと伝えるが、

悪いところばかり言いがち。 

19. オペレーター自身にスコアを付けてもらうと低い点数をつける傾向にあるので、自信を持たせようという視点でフィードバッ

クしている。 

20. コールを一緒に聞き、どう思うか一緒に考える「相談型フィードバック」を実施。評価に納得しない人とは、じっくり話すように

している。 

21. 評価をフィードバックする際、「だって、お客さんが」と言い訳する人がいる。そんな人には、１回のコールで３回の「ありがと

う」をお客様に伝えようと指導。通常、オープニングとクロージングで２回言う機会がある。あとひとつ、どこかのタイミングで、

伝えようとすると、コール全体が見違えるほど丁寧な応対となった。 

22. デスクに鏡を設置し、リラックスしながら応対するよう指導している。 

23. 褒めようと思うとモニタリングで、コミュニケーターをしっかり見るようになる。コミュニケーター個々人を把握する上でも必要

だと思う。 

24. ひとつの音声を、本人も指導者（評価者）も同じチェックシートでチェックし、その結果を見比べている。両者の課題・改善点

が一致すれば、それに基づいて指導を行う。改善してもらいたい点と本人の評価が異なるようであれば、本人と指導者そ

れぞれが考える改善点を見比べ、本人の考えが異なれば、再度チェックしてもらい、本人に気付いてもらうよう促している。

それでも気づかなければ、指導者（評価者）から伝えて指導する。 

25. コミュニケーター自身にベスト応対を出してもらい自己評価してもらう。SV も評価する。悪い点を見つけて改善の指導をす

るだけでなく、良い点を伸ばす指導を加えることで、結果が出るようになった。 

26. 半年に一度応対品質担当が、50項目くらいの評価をし、各班のＳＶが内容に基づいて指導をする。 
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27. 15 項目の評価シートを使っている。フィードバックにあたっては、採点結果の裏付けを、コミュニケーターが納得のいくよう

に説明できなければならないため、評価の時に注意している。「○○を何回言った」という回数で裏付けると、コミュニケー

ターにとっては説得力があるようだ。 

28. 指導方法としては先にオペレーターに気づいたことを言ってもらう。なぜ悪かったのか、今後どうしたらよいのかを本人から

導き出す。こちらからは、なるべくほめる。本人が評価していない点も、以前に比べてよくなっている内容はほめる。 

29. 受電が落ち着いているときに、フィードバックする他、半年に一度は定期的に実施。「ありがとう」を大切にしているセンター

なので、ありがとうのチェックを行う。今年に入って「他に何かご質問はございませんか。」という言葉を加えたが、ベテラン

が言わなかったりする。言ってもらえるように、言うタイミングを指導したり、理論的に指摘して言い訳の隙を与えないように

する。人によって言い方を変えるなどベテランに対しては考えて指導する。 

30. 3 ケ月に 1 回応対品質のチェック。本人に良いところ、悪いところを書かせたり、応対品質担当者と話合いをする中で、自

分で気づかせる。 

31. 業務チームによって人によってもやり方は違うが、ポジティブな方向に向かうように心がけている。 

32. 日々、新人研修を行っているが、モチベーションが低いわけではなく、仕事への不安を感じられることが多い。デビューまで

の研修期間が長く、マニュアル等も膨大なので、やっていけるだろうかと思っているようである。面談の際には、不安に思っ

ていることを聞き出して、自身の経験談を交えながら、アドバイスしている。 

33. 品質管理という立場なので、あまりオペレーターの状況には立ち入らないようにし、どちらかと言えば SV の不安などを聞く

ようにしている。 

34. 企画部門になってから、オペレーターと面談をしたり、食事に行く機会も増え、そこで SV に対する不満などが出てきて、

日々の業務への影響が大きくなりそうであれば、企画部門などに情報共有して、SV の上長に注意喚起するようにしている。 

 

【課題 12】 フィードバックをしても改善しない人にはどうしている？ 

1. 意識の変革が必要。自分のコール聞かせる、同期とのライバル心をあおる、褒めるなど。 

2. コーチングの手法が有効。コール以外の別の仕事をやらせてみるなど。 

3. 近い席でオペレーションをしているようであれば、電話が終わった時点で、周りの皆が注意するようにしたらどうか。何度も

言われるので、その人も嫌になるので、改善するのではないか。 

4. 仕事の範囲を明確に伝えたらどうだろうか。お客様対応だけが仕事ではなく、お客様をいつでも迎えらえる（応対できる状

態にしておく）ことが仕事であると伝えたらどうだろうか。 

5. 徹底的に集中的にやることで、自身の会話を意識するように変わった。改善はしたが、また元に戻るかもしれないので、

「今後も集中モニタリングをやるかもしれない」と本人には伝えている。また、フィードバックの際は、1 対 1 では角が立つこ

ともあるので、上司に必ず同席してもらうようにしていた。 

6. 大変だったが、全員 1 コールをテープ起こしをして、文字として示した。自分の音声を聞いても、自身では当たり前（くせ）に

なっているので、気にならないことが多い。文字になると、目に見えるので、意識してもらえるようになった。 

7. ロールプレイングで、その方の応対の仕方を、お客様として体感してもらい、どう思ったか感想を聞いてみた。それにより、

自身の改善点に気づいてもらえたのではないかと思っている。ただし、その方との人間関係・信頼関係ができていないと、

そのロープレは辛く感じてしまうと思う。 
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8. 多くのコミュニケーターにも、意識の高い人（仕事のできる人）と意識の低い人がいるので、意識の高い人の近くに座らせる

など、環境を変えるのも良い。 

9. 語尾が伸びることを何度も指導しても直らなかったので、ロープレでお客様役をやってもらい、自身（ＳＶ）がその人の応対

を真似たオペレーター役をやって、どう感じたのか聞いたことがある。 

10. プライドが高く、指摘に対して素直に聞けない様子があったので、業務以外の会話をして、コミュニケーションの機会を増や

したら、心を開いてくれて、指摘に対して聞いてもらえるようになった。 

11. いつも同じ人からの指摘に対しては素直に聞けないこともあるのではないか。違うＳＶや品質管理担当者から指摘してもら

えれば、「他の人も自身の応対に対して同じことを感じているのだ」と気づいてもらえる。 

 

【課題 13】 フィードバックをしても、本人に響いているかわからない。テレコミュニケーターの考え・思いの引き出し方は？ 

1. 新人の方の場合は、コールセンターという職場を選んだ目的を聞いてみる。条件が良い、電話応対を学びたいなど答えが

返ってくるから、そこから広げる。中には、別に就きたい職業があると言う方も良いがそれでも良い。そのために現在の課

題を改善しなければと結びつけるようにする。先輩の対応を盗み、自分のスキルを磨けるといったアドバイスもする。 

2. 若い方は確かにあまり話してくれない。コミュニケーションが取れない方もいるが、あえて何もしないようにする。ただし、相

手の反応はどうあれ、声がけはするようにしている。話してくれなくても、本人は不満に思っていないこともある。最近、そこ

まで深刻に考えなくても良いのかと思っている。 

3. 自身が話すのは最初だけで、どう思う？どうしたい？と聞いて、コミュニケーターに話してもらうようにする。自身が良い評

価しているのに、コミュニケーター本人は低い評価をしていることがある。聞いてみないと分からないと思う。 

4. 自分で考えてもらわないと変わらないと思う。 

5. 言いたいことはたくさんあっても一つだけ伝えるようにする。次回の改善を期待するようなことを伝え、前向きに終えるよう

にしている。 

6. ベテランにはプライドをくすぐるようなことを言うようにする。「○○さんらしくないですね」。 

7. ミスの指摘は朝一番にやらないようにする。嫌な気分で一日過ごすことになってしまう。お昼休み直前にして、午後の業務

前にリフレッシュしてもらう。 

8. 月 1 回は面談をやりたいので、1 ヵ月前に上司にスケジュールを認めてもらい、システムダウンなど余程のことがない限り

は、決めたとおりに行っている。 

 

【課題 14】 テレコミュニケーターがフィードバック時に「分かった」と言っても、実際には分かっていない場合は？ 

1. 気づいていない方に対しては、質問をする。なぜ、そのような答えをしたかなど。質問を多くしすぎて、尋問にならないよう

に注意している。 

2. テレコミュニケーターが気づいているか、いないかを察知できるのは、ＳＶによると思う。自分自身は質問の投げかけ方の

練習はしていない。ＳＶの業務を教えてもらったというより、先輩ＳＶから学んでいった。SV は先輩の背中を見ているものだ

と思う。 

3. 具体的に「どのように改善するか」という目標を明確にし、書き残しておく。次の面談ではその内容を確認しながら追ってい

くことで、改善していない場合でも目標との乖離が把握しやすくなる。 
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4. 改善してもらうのは簡単にはいかない。時間調整が大変ではあったが、毎日 30分を研修にあてた。内容は会話スキル・業

務知識など色々と変えて行った。2 年かかったが、21 あるセンターの中で、１、２位の成績を収めるようになった。アウトバ

ウンドのセンターであれば、インバウンドよりは研修の時間は作り易いはず。 

5. できるまで徹底的な指導を行う。毎日声をかける、直っていなければ何度でも指導をする、フィードバックした後にすぐにリ

アルタイムモニタリングを行うなど。何日か続けると、意識するようになる。 

6. 何度も指導しているのであれば、ある程度のペナルティがあっても良いのではないか。具体的なペナルティではなく、「ＳＶ

が常に見ている」や「ＳＶの近くの席に座って対応する」など、テレコミュニケーターにとって「ちょっと面倒だなぁ」と思う程度

のことが、きっかけになることはある。 

7. なかには点数を見て「評価が低くても自分はこのままでも良い」と開き直ってしまう人や、「（指導されたとおりには）やりたく

ない」という人もいる。そういうテレコミュニケーターの指導の際には、「仕事である」ことを認識させなくてはいけないと思う。

日頃からテレコミュニケーターと信頼関係が築けていれば、なかにはかえって、厳しい指導をした方がやる気をみせてくれ

ることもあった。 

 

【課題 15】 フィードバックしても改善しない。「早口が直らない」人にはどうしている？ 

1. 一緒にテープを聞いて、指導している。 

2. お手本は聞かせていないが、特定の人（センター内で明らかにレベルが高いコミュニケーター）をイメージしてもらうよう指

導している。 

3. 何度も何度も聞かせるようにしている。継続することで改善したケースはある。 

4. 語尾をあげたり、伸びたりは、本人の癖もあるので直らないことが多い。クッション言葉などについては、コミュニケーターご

とに違った内容を、目の前に貼って意識づけるようにする。 

5. 操作方法を案内するセンター。お客様の習熟度をつかむのが難しい。OJT 期間中にリアルモニタリングしながら、メッセン

ジャーなどを使って、早口について通話中に指示を出している。 

 

【課題 16】 お客様に共感できないオペレーターへのフィードバックはどうしている？ 

1. コールセンターを経験してきたメンバーではないので、「共感」ということがイメージできなかった。そこで、同業者の応対を

グループで学び、今の言葉が良かったなどと意見を出し合うことをした。 

2. 「お客様の申出をカード」を作り、パッとカードを出した時に、その申出に対して、どのような言葉が出るかというトレーニン

グをしている。良い言葉が咄嗟に出れば褒めて、出ない場合は、どういう言葉が出ると良いかを考えるようにしている。 

 

【課題 17】 自分より社歴が長い・知識が豊富なベテランテレコミュニケーターへのフィードバックや指導はどうしている？ 

1. ベテランへのフィードバックは、現状での自分の知識不足・スキル不足を認めた上で、期待や改善点を伝えるようにする。 

2. 上長から、指揮命令系統についての意識づけをしてもらうとやりやすくなる。 

3. ベテランに限らず、評価のフィードバックは、テレコミュニケーター１人に対して 2 人で行うようにしている。2 対 1 なので、威

圧的にならないようにするため、1 人は中立的な立場で参加してもらい、席配置にも配慮している。また他の SV のフィード

バックを聞くことは、互いの勉強になって良い。 
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4. はじめのうちはフィードバックに上長にも同席してもらうようにすると、フィードバック内容を聞き入れてもらえるのではない

か。上長がいると相手にも緊張感を与えることができる。 

5. 規模が大きいセンターでは、同じ立場だった方（同期など）や、先輩テレコミュニケーターを超える立場になることは多々あ

る。自分ひとりだけで無理に頑張ろうとするのではなく、上長や先輩 SVなど周りのサポートも必要である。 

6. コミュニケーションは深さではなく、回数だと考えている。チームだということを意識してもらうようにする。それを理解しても

らえると好転する。特に親の年齢に近いベテランＴＣが、自分の子供を育てるくらいの気持ちになってくれた時の行動力に

は感心する。 

7. 外部に依頼しミステリーコールを実施する。センター全体の実力、弱点などについて公開し、次回のミステリーコールまで

の改善目標をセンターとして掲げる。本人だけの改善ではなくセンター全体の改善目標として示すのもひとつの手段であ

る。また全コミュニケーターの評価結果を公開し、本人の実力値を数字で把握してもらうことも効果的である。 

8. なかなか改善しない場合は、理由をしっかり聞く。本人なりの捉え方、考え方を持っていることが多い。SVはあくまで寄り添

ってフォローするという姿勢を示すことで、ベテランコミュニケーターにも気づいてもらえるのではないか。SV は指導に苦慮

するベテランコミュニケーターを敬遠せず、SOSを察知する必要がある。 

9. ベテラン、新人に関係なく、平等にフィードバックするようにしている。最終的にはお客様が満足してくれたかどうかで判断

し、改善しなくてはならない理由は明確に伝え納得してもらう。 

10. お客様は、実はコミュニケーターに合わせてくれていることが多い。電話の向こうで本当はどういう顔をしているのかを、コ

ミュニケーターに分かってもらうことは難しい。また仕事への慣れが悪い形で出てしまったり、良くない癖がついてしまった

りするのは、同じ業務の繰り返しというケースが多い。電話対応の難易度が比較的高い方が、本人の気づきは生まれやす

い。 

11. 担当しているセンターでは 1日の応対件数 20件を目標としているが、ベテランでこれが達成できないコミュニケーターがい

た。後処理に時間がかかっていることが原因だったため、後処理の早いコミュニケーターの隣の席にし、さらに ASV とも近

い席にした。すると本人も隣が気になるようで、早くしなくてはいけないという意識が出てきた。また入力などに手間取って

いる様子であれば、すぐに ASV が声をかけるようにもした。それにより目標を達成できるようになったため、効果はあった

と言える。なお、席を移動してもらう理由については、本人にもきちんと伝えた。 

12. 「私はしっかり仕事ができている」というベテランのコミュニケーターに対しては、「一緒に良い仕事をしましょう」と言い続け

ることも重要。会社のためだけではなく、時には「いつも傍にいる（SVである）私のために良い仕事をして」と訴えかけること

も良いと思う。 

13. 指導に苦慮し、改善が見られないコミュニケーターの指導をするに当たり、「SVが何かをしなくてはならない」ということだけ

でなく、場合によっては「しなくても良い」という可能性も持っておくことで、指導する SV側の気持ちも楽になれると思う。 

14. SV の自分からこうして欲しいと言うのではなく、「お客様に対して何ができるのか」「お客様にどうしたら満足してもらえるの

か」といった、共有できる概念に基づいて、フィードバックすることを心掛けている。 

15. もう少し頑張ってほしい時は、その内容を書いたカードを渡している。 

16. 日々、スタッフには半分以上褒めるようにしている。直して欲しいところが沢山あっても、1 点だけを伝えるようにしている。

最近、良いところを見つけるのは気持ちの良いことだと思うようになってきた。 

17. 褒める時は直接本人に伝えている。電話の終わった直後に、「今の応対良かったね」などと。 
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18. 仕事上は部下であっても、人生の先輩であることは忘れないようにして、フィードバック・コーチングするようにしている。 

19. 業務によっては相反する評価指標もある。良いところは褒めていくが、それだけではいけないことを、はっきりと伝えている。

例えば、解約を防止しようと思えば、どうしても通話時間が長くなる。引き留めしようとしたことは評価するが、その分、他の

人が多くの電話に出ていることを分かってもらうなど。 

20. なぜ品質を重視するようになったのかは、会社・センターがＴＣに対して、しっかりと示し説明して、分かってもらうことで、マ

インドを変えていくことが必要だと思う。 

21. 今までやってきたことがダメなのではなく、さらに上を目指すために、センターの目標として掲げ、部門のトップから発信し、

みんなで目標に取り組むことを示さなければならない。始業時に目標を唱和することで意識付けなどもした。マインドが変

わるのに長い人で２年くらいかかった。 

22. 今の会社や世の中の状況・トレンドなどを伝え、今までとは変わっていることを理解してもらうようにする。 

23. 成績優秀者には社員から賞状などを渡している。ベテランの方でも賞状を机に飾ったりするので、モチベーションにおいて

は少しでも効果があるのではないかと思っている。 

24. ベテランの方で普段はサバサバした応対でも、稀に良い応対の時もある。社内で「良かった応対を共有しよう」としている

ので、そのベテラン応対を見本として使いたいと伝えると、悪い気はしないようである。 

25. ベテランＴＣに教わっていた方がリーダーになるケースもある。今まで教えてもらっていた人を指導することになり、できない

と言ってくるリーダーもいるが、仕事なので必ず本人にやらせる。そこで、ベテランＴＣに指導を受け入れてもらえていない

様子であれば、後で自分が「リーダーに指導にいかせたのは私。○○さんなら年下からの指摘に対しても受け入れてもら

えると思ったから」とフォローする。中には、年下リーダーに対して、謝っているベテランＴＣもいる。 

26. ベテランを立てる時に、「○○さんだから・・・」と特別であることを伝える。 

27. 最初は言えなかったり、気を使ったりした。考えていても仕方がないと思ってからは、自信を持って言えるようになった。普

段のコミュニケーション・人間関係を活かすようにする。あまり畏まっていると不自然になる。 

28. 電話でイライラいらしている人がいる。注意をするが聞いてもらえない。付箋紙を使って、一言伝える。時には、笑わせるよ

うな一言も。モチベーションが大切だと思っている。 

29. 上司から管理者は馬鹿であれと言われている。コミュニケーションを大切にして、自分を知ってもらうようにしている。 

30. テレコミュニケーターの上に立つというよりは、下から支えるように心がけている。一方で、友達関係みたいになってしまう

こともあるが、言わなければいけない場面もある。最近はそれほど気にしないようにしている。 

31. 伝え方で気をつけているのは、一方的に伝えるのではなく、テレコミュニケーター自身に気づいてもらうようにしている。一

緒に応対録音を聞くようにしている。相手に気づいてもらったことを言ってもらい、その原因や対策を一緒に考えるようにし

ている。 

32. 1回では直らないと考え、短いスパンで何度も同じ改善点に気づいてもらえれば、そのうち意識してもらえるのではないか。 

33. 営業の歩合制のアウトバウンドなので、給料に影響してくることを意識づけるようにする。何で仕事をしているのかを問う。 

34. 「お客さんが分かってくれない」というテレコミュニケーターに対しては、「分かってもらうために私たちの仕事がある。説明

書を読めば分かるようであれば、私たちの仕事は必要ない。難しいからこそ、プロのコールセンター業務がある」ということ

を意識してもらうようにする。 

35. 個別の指導内容だけに限らず、センターの目的・目標といった高い視点から改善を促してみるのはどうか。 
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36. がんばれというだけでなく、「こういう風にしたら、仕事が楽になり、成果も出るよ」というようにしている。楽になるよと言って、

品質も上がっていけば良いと思う。 

37. センターの目標・ミッションに対して、何か紙になっているもの、明確な基準があれば、その基準に対して、自身の状況はど

うかということを考えてもらう。新人ＳＶに言われたのではなく、センターのミッションに対してどうかというふうに考えられる

ような武器があると良いと思う。 

38. 新人、中堅、ベテランの層を意識して、新人の層からを味方にしていくことで、だんだんと勢力が変わってきて、最終的には

グループ全体が良くなっていく。 

39. 他のＳＶの協力を得ることで、自分だけでなく全てのＳＶがやっているということで、ベテランも聞いてもらえるようになる。 

40. 今までこういうトークをしていたということが、癖になって変えられないところを何とか変えられないか、経験の長い方の意

識を変えたい。とにかくほめて１つだけ変えてみたらもっと良くなるけれどどうでしょうか、と働きかけている。 

41. ベテランが何か新しいことをしてくれる方法として、外部委託し、第三者的評価を実施している。評価でもほめて最後に 1点

だけ指摘するようなプロフェッショナルなやり方をしてもらえる。 

42. 手挙げの際に通話中は赤札、終話後は青札をあげる。青札の場合は、ベテランの中で決まった方が愚痴を言いたくてあ

げていることもある。ベテランなので解決できないとわかっていて言われるような内容もあるが全てしっかり聞く。聞いてくれ

てありがとうと言われることもある。 

43. 新人 SVのとき、自分よりベテランの人の育成は、頼って教えてもらったお礼を言って信頼関係を築いていた。何もかも頼り

切って、コーチングの場面でもこんな時どうしているのですかと聞いていたと思う。 

44. 良いところを見つけてスキルを活用する。普段から向上心が高い人に特別な仕事をお願いしたりする。お願いするときは、

これは誰だれさんに向いているのでぜひ、という言い方をしている。 

45. 新人のサポートをベテランに頼む「シスター制度」をつくってみた。オペレーター同士だから細かいことも聞ける。慣れてき

て飽きている人に目新しいことをしてもらう。高いプライドをへし折らずに頼られている雰囲気を出す。 

46. 後処理の短縮を目的として、中堅の人から新人に日頃どのようにしているかを話してもらった。結果中堅の人の成績がた

いへん伸びて、本来の目的だった新人の成績もわずかに伸びた。 

47. SV を固辞するベテランに、SV の仕事を部分的にまかせて、この仕事だったら私もできるというような手応えを感じてもらう。

徐々にレールにのせて SVになれたということもある。 

48. 新人の机上研修時に、新人と先輩を組み合わせて、10 分でもお茶休憩、懇親会をする。先輩にはあまりマイナスなことを

言わないで、と頼んでリフレッシュしてもらう。 

49. 部下であっても年上の方であれば、先輩としての尊重は大切。本人の自尊心をくすぐるようにしている。 

50. 主婦は家事をやることに対して、当たり前のように思われて褒められることは全くない。だから、一言でも褒められるだけで

気分よく仕事ができると言われた。きれいごとではなく、本質をついていると思った。 

51. その人の趣味や得意分野を把握し、それについて教えをこうような感じで接する。そうすると、自分の話も聞いてもらえるよ

うになる。 

52. ベテランになってから、あまりかまってもらえなくなっていた方に、新人の世話役をやってもらったら、意外と頼られることが

好きだったようで、徐々に意識が変わってきた。新人の面倒を見てもらったことで数字が落ちてきたことがあり、それをお詫

びしたら、翌月挽回するから大丈夫と言われ、本当に数字を上げてきた。 
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【課題 18】 フィードバック後の効果検証はどうしている？ 

1. 毎週、SV 全員でミーティングをし、その際にテレコミュニケーター個々の課題やそれが改善されたかどうかを共有すること

で、把握している。業務知識については、半年に 1回、Webでテストをおこなっており、基準点に達していない場合は再テス

トをおこなっている。 

2. 応対品質・業務知識・検索操作のテストを、年に 1 回以上はおこなう。点数はグラフ化して、センター内に掲示している。テ

ストは Webでは実施していないが、評価結果は Webで確認できる。 

3. トラブル対応についてのテストを定期的におこなっている。何を使って調べても良いというルールでおこない、どのようにト

ラブルを解決したかをチェックしている。 

 

【課題 19】 フィードバックの時間を取るために工夫していることや、誰がやっているかなど体制について教えてほしい。 

1. SVは主にリアルタイムモニタリングを担当し、その場で即フィードバックをおこなう。応対品質や査定にも関わる評価、研修

企画については教育グループがおこなっている。 

2. CS担当者がおり、応対品質の維持・向上を担っている。業務知識は SVが確認している。 

3. フィードバックは担当制を取っている。チームを決めて、SV は自分のチームのテレコミュニケーターに対してのみフィードバ

ックを行っている。フィードバックの内容は応対品質に限らず、生産性や勤怠についても触れる。担当制を取っているため、

指摘される内容には統一性があり、テレコミュニケーターは、自分の課題を認識しやすく混乱することはない。また SV にと

ってもテレコミュニケーターにとっても成長過程を追いやすい。 

4. フィードバックの時間が上手く取れない場合は、トップダウンでセンター長から必要性を説いてもらうことも効果的である。 

5. 時間が取れないのであれば、じっくりと評価をつけるモニタリングとフィードバックにこだわらず、リアルタイムモニタリングを

重要視するのも良い。多くの時間をかけなくても、効果は出る。その場ですぐに指導をしてもらえるので、テレコミュニケータ

ーにとっても納得感が高い。ただし、リアルタイムモニタリングでのフィードバックのみにした場合は、その対象者はスキル

が低いテレコミュニケーターに偏りがちになってしまうという課題もある。 

6. 空いた時間でやろうとすると、できない人が出てきたり、同じ人だけが対象となってしまう。事前にいつやるかを決めている。 

7. 年間計画で、モニタリング＆フィードバックの時間を決めてしまう。現場からも何でこんな忙しい時にという声も上がるので、

調整することもあるが、原則は計画通りにやる。 

 

【課題 20】 テレコミュニケーターに応対内容は共有している？ 

1. いいコールを聞かせて上げている。CSR から聞きたいという声があったので、取り組んでいる。「何で聞きたいのか」「聞い

てみてどうだったか」と動機付けを行っている。 

2. 説明パターンがある程度決まっている場合は、ケースに応じたパターンをテープに取り、ベスト通話例として紹介すること

がある。 

3. ＯＪＴ研修時にテープを聞かせることにより、応対のイメージがつきやすくなるというメリットがある。 

4. アウトバウンド教育の際には、受注を獲得した成功例をいつでもテープで聞ける環境を作っている。 

5. 顧客から感謝の言葉を頂いたコールをピックアップし、全体で共有している。 

6. 感情や抑揚など音声表現を重視し、良いコールを聞かせている。 
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7. モデルケースが聴ける環境は、教育にも効果的である。予めオペレーター役と顧客役を設定し、モデルトークとしてのトー

クスクリプトを作り、テープ化することにより、研修の一貫として活用することがある。リアル会話ではないため、少々落ちに

くいところはあるが、応対のポイントも同時に説明すると、初心者のオペレーター向けの基本のイメージを作ることができる。 

8. 良いコールは全社的に保存してあり、全員が聞くことができる。部分的に良いコール・全体に良いコールと様々ある。 

 

【課題 21】 褒めるためのツールはある？ 

1. 出勤率などは閲覧できるようになっている。面談前は必ずチェックしてから望む。 

2. 出勤率・応答率などを見ることができる。ランキングにしたり、達成率なども確認できる。意外な成績も確認できる。ヒットし

ない場合は、その方自身の半年前までと比較し、伸び率を見て褒めるようにしている。 

3. 達成率等のランキングを掲示することは、社内の雰囲気にもよるが、自身のチームでは、毎朝全員がランキングを確認し、

目標達成しようという意欲が見られる。 

4. 目標達成者にセンター長から賞状を渡している。単純なこととも思えるが、非常に喜ばれている。意欲的な方は必ずいる

ので、そうでない方を敢えて意欲的な方の間に配置するなどしている。 

 

【課題 22】 スクリプトを守ってもらうにはどうしている？ 

1. スクリプトは流れで覚えることと、言わなければならないことを漏らさないように注意してもらうようにしている。その通りにト

ークすることは求めていない。 

2. スクリプトが変わった際には、ロールプレイを行う。非対面のロールプレイもすることもある。設定として、スクリプト通りに話

が進みやすいお客様と、そうでないお客様の２パターンを用意して実施している。 

3. スクリプト通りにするよりは、基本の流れをつかんでもらうようにするのが良いと考えている。 

4. スクリプトの基本を徹底したいのであれば、新しいスクリプトの運用開始にあわせて研修を実施することが望ましい。研修

ができなくてもロールプレイを行うことは必要だと思う。 

 

【課題 23】 感情表現のトレーニングをどうしている？ 

1. 相手は見えないが、お辞儀をしながら「ありがとうございます」を言うよう指導している。 

2. 対面と非対面の時の声の表情の違いを分かってもらう。ホワイトボードに隠れて、「ありがとうございます」を言ってもらい、

その言葉に感情がこもっていたかどうかを、同僚のテレコミュニケーターが判定するということをしている。 

3. ＣＣＡＪスクール「クレーム対応講座」を受講した時に、「申し訳ございません」は息を吐きながら言うと感情が出るというテク

ニックを教わった。 

4. 「ありがとう」だけでなく、「ありがとう」の前に、何に対するお礼なのかをつけると感情が出やすくなる。 

5. 手鏡を机において、表情を見ながら応対できるようにしている。鏡を見て笑顔を意識してもらう。 
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【課題 24】 高齢者対応で気を付けていること、ルールなどある？ 

1. ゆっくり話し、聞き取りやすさを心掛けている。丁寧さよりもスピードをより気をつけている。高齢者は言葉を気にする傾向

があるので、言葉遣いも若い年代の方よりは注意している。 

2. 高齢者の場合は、話が聞き取りにくく、機器などの操作も苦手な方が多いので、最終的な手段としては、家族が在宅時に

こちらから電話するようにしている。 

3. 丁寧にしようとするほど説明が長くなり、それが理解の妨げになることが多いので、会話を簡潔にするよう心掛けている。 

4. ある言葉を説明する際に、イメージしやすい言葉に言い換えたり、表現を変えることはしている。高齢者に限ったことでは

なく、お客様のリテラシーに応じて行っている。 

5. 言い換えの言葉を作っておくと良い。すぐに思い浮かぶ人もいるが、思い浮かばない方が多いので。 

 

【課題 25】 一方的に怒っているお客様に話を聞いてもらうには？ 

1. まずは聞き役に徹するようにする。ある程度聞いた後は、一度お客様の名前を呼び掛けて、ペースをこっちにする。または

折り返し電話にする。折り返しにすると、時間が空くのでお客様も落ち着いてくる場合がある。 

2. 自センターでは受注が大事なので、テレコミュニケーターが 10 分もお客様と応対しているのは良くないサインがあると考え

ている。クレームはすぐにＳＶにエスカレーションするように指導している。長時間の通話を見過ごしているＳＶが管理に不

手際があるとされる。 

3. 基本的に 10分は聞くようにして、それでも終わらない場合は、エスカレーションする。 

4. お客様は対応に納得はしていても、振り上げた拳の落としどころが見つからない場合があるので、ある程度時間は必要に

なる。その後、一度保留にしたり、人を代えたりすることで、センター側で拳の落としどころを優しく与えてあげることも必要。 
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（４）スーパーバイザーの育成 

【課題 1】 スーパーバイザーになるための基準は？  

1. SVになりたいと言って手を挙げてもらえる環境はつくらないといけない。 

2. アウトバウンドの SV として採用された。基準がないが、前職は営業色が強かったので、目標値に達した方は SV に自動的

になった。 

3. 数字、出勤率等の基準があり、判断している。 

4. 推薦による SV昇格が多い。数字が悪くても、コミュニケーション力があり、向いている方がいると思う。 

5. 先輩 SVが推薦し、コミュニケーターの信頼も得られるような人。その後、研修期間を経て SVになる。 

6. 以前、基準が定義されていたが、上長が変わってその基準はなくなった。今はリーダーからの推薦になっている。マネージ

ャーがヒューマンスキルを重視しているので、感覚でも良いとなっている。SV業務は明確になっている。 

7. ヒューマンスキルのみで問題となるのは、業務知識が乏しい方が SV になること。知識は後からついてくるので、勉強しな

いとコミュニケーターからの信頼が得られなくなると指導している。 

 

【課題 2】 スタッフ（テレコミュニケーター）とのコミュニケーションはどうしている？ 

1. 受電がないときになるべく雑談をしている。コミュニケーションのための会を開き、サイコロに業務内容に関わること、お客

さまにほめられて楽しかったこと、など書いてお互いに言い合う。 

2. 土曜日にカラオケで６時間くらい歌う。人数が少ないので声をかけたり、雑談をするようにしている。 

3. 縁日と称して、休憩室を利用して綿菓子、くじびき、ラムネなどを用意して気晴らしの企画をしている。 

4. 地域の方との交流もふくめてイモ掘り大会。スタッフの子供さんも一緒にバーベキューなど。テニスサークル、地元の青空

市などコミュニケーションは十分にとれている。 

5. 飲み会は同じようなメンバーになるが、飲み会の相談で日頃話す。SV 同士で固まらないよう、むりやり新人のところに座り

に行く。 

6. ミスはすぐフィードバックしないといけないが、分量が多くなるのでそれはそれとして、評価シートや毎月の実績のシートを

渡す時はほめることしかしないようにしている。 

7. 随時気になったことは言ってきてくれるので改善できることは対応し、できなかったこともフィードバックするようにしている。 

8. 話を聞いて、違うと思うことでも認めて、他の考え方も話すようにしている。 

9. アウトバウンドの達成件数がすぐ表示されて気持ちがしんどくなる人もいる。そのような人には声かけをしたり、休憩中に

声をかけるようにしている。 

10. 1 年間固定の７～８人をみるので雑談の中からプライベートな面までを知って仲良くなることを心がけ、言いにくいことも言

えるようにしている。 

11. SV より下にアドバイザーという職位があり、スタッフが話をしやすい。アドバイザーにも状況を聞く。 

12. 毎日声をかける。座席表が近くにあるので座席表を見に来る際に話しかけたりする。 

13. 人で分けている。冗談が通じない人もいる。そういう方にはまじめな話をし、言葉使いにも気を付ける。フランクな方には上

の方でも言葉使いには気を付けて突っ込んだりする。 

14. 休憩はオペレーターの中に入っていくようにしている。休憩のときの話し方と仕事のときは変えている。 



 

47 

15. 指導育成の面では人によって変えないようにしている。自身がオペレーター時代に SV に対する意見も聞いていて、親しく

てもそこまで言われたくないという声もあったので、親しくても気をつけないといけないと思う。 

16. オペレーターとあまり距離が近くなりすぎないようにしている。ずっと側にいるとオペレーター同士の話もしにくいと思うし、

上司と部下という関係もとりにくくなる。 

17. コミュニケーションと信頼は結びついていると思う。日頃から信頼関係を築けていればコミュニケーションがとれているか・

いないかを考えて不安にならない。 

18. ミスが続いたときにカッとなる感情をぶつけないよう、いったんその場を離れる。怒りにまかせて指導するのは良くないと思

う。ミスをした人にとっては謎の空白がある。怒るのなら早く怒ってと思うかもしれない。 

19. 他の SV の真似をして、班内のメールで日常の小さな嬉しかったことなどを言いたい人が勝手につぶやきあう。それにのっ

て返事を書く人もいてコミュニケーションのきっかけになる。やっている班は共通の話題で盛り上がって仲が良い雰囲気が

見て取れる。 

20. チームチャットを利用している。チームの目標や自分の目標があるので、情報共有しながらやっている。 

21. 月単位のカルテみたいなもので交換日記のようなことをしている。必ず目を通して返事を書く。毎日書いて毎日返す。業務

以外のことも書いてあって参考になる。 

 

【課題 3】 年上やベテランテレコミュニケーターとのコミュニケーションはどうしている？ 

1. 採用時に年配の方には若いリーダーがいるので、指導・注意されることもあると事前に伝えている。若いリーダーには職場

では統一した対応を取るように指導している。また、正しい言葉を使うように指示している。リーダーが正しい言葉を使わな

いと、それが、コミュニケーターのお客様対応に表れてくるので。 

2. 業務知識だけはしっかり付けておく必要がある。即答できず確認することは良いが、正しい内容をフィードバックさせる。そ

の知識は自分でちゃんと身につけ、次に同様の質問があった際は即答できるようにしなければならない。 

3. 業務以外のことは人生の先輩として対応するようにしている。 

4. 丁寧語を使うものの、固すぎないようにはしている。親子に近い雰囲気もある。 

5. 自社では、コミュニケーターの方に早く会社や社内の人間になれてもらうことを考えている。コミュニケーターが敬語であれ

ば敬語で返し、フレンドリーな方にはフレンドリーに対応している。行き過ぎた場合は注意している。 

6. 年上というだけで萎縮してしまう SV・サブ SV もいるので、まずは少し砕けた感じで接するように提案してみる。そこで相手

の対応に合わせる。硬い感じで返してきた方には、年上ということを意識して対応し、フレンドリーに返してきた方には、今

後、あまり硬くなりすぎないように対応する。 

7. フランクにしていると、周りからみると仲が良いと見られたり、贔屓していると思われたりする。 自身はコミュニケーションが

上手くいったと思っていた。あくまでも全体の中の SV ということを意識しなければならない。 

8. 業務に追われることが多いので、意識的にコミュニケーションを図るようにしなければならない。今やっていることで勤務表

を配ることを習慣にしている。そこで、一言、お疲れ様と声をかけるだけで良い。それで会話が広がれば良いと思う。自分

でやらなくても良いことでもあるが、５分でできることなので、習慣にすることが大事。 

9. 面談をした際に、コミュニケーターから忙しそうなので声をかけづらかったと言われ、ショックだった。それから意識的にコミ

ュニケーションをとる必要性を感じ、実行している。 
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10. 出勤時に必ず一声かけるようにしている。髪型が変わったなど声をかける人は人気のある SV になり、コミュニケーターか

ら質問もよく受けている。 

11. ベテランということは、その仕事が好きだから続けているはず。「最近どう？楽しんでいる？」など、ざっくばらんな声かけを

することが大切。改まって何かするというより、何気ない内容でも日頃のコミュニケーションをとっていくことが大切だと思う。 

12. まずは朝の挨拶。「振り返りシート」というのが自席の近くにあるので、ＴＣは必ず自分の近くを通る。その時に長くならない

程度で会話をしている。 

13. 男性が少ないので、自身が少数派であることを自覚し、常に注目されていることを意識する。立ち振る舞いすべてコミュニ

ケーションと考えている。明るい・やわらかい雰囲気が出るように心がけている。道を譲ったりすることも。朝の時間はチャ

ンスと考え、１対 1ではないが、朝礼の時に話すようにしている。 

14. 毎日ではないがラウンドし、業務開始前に声掛けをしている。 

15. 「天気がいい」など、きっかけとなるトークは重要。考えなくて、緊張せずに言えるトークを用意しておくと便利。100 名のＴＣ

がいるセンターの時は、全員の顔と名前をすぐに覚えた。「ねえ、そこのあなた」と言われるよりは、皆名前で呼んでほしい。 

16. 自分自身が上司を見た時に、この人はあまりコミュニケーションが取れていないなと思うようなことがある。部下に対するコ

ミュニケーションが不足していると思ったが、実はその上司はちゃんと見ていてくれたのであるが、「見ているよ」という表現

ができていなかった。ある上司から好き嫌いはあっても誰しも存在を認められたいと思っている。最初は声をかけるのが迷

惑かと思っていたが、声をかけられた側は迷惑とは思っていなかった。今は声をかけることが楽しい。 

17. 席替えをする場合、トップダウンでやるよりは、核となるベテラン TC に事前に頭出しだけをしておくとスムーズにいく。自分

の中では既に席が決まっているのであるが。 

18. ベテランに対して意見を聞かせてよというスタンスで接する。新人は業務に関する質問が多いので、必然的にコミュニケー

ションが取れている。 

19. 自身も一番年下だったこともあるが、まずは相手を尊重して接し、「管理者」という言葉を使わないことを意識した。管理と

いう言葉が出た時点で、管理する側・される側を意識してしまう。また、本来ＳＶの仕事であってもこれまでの経験を活かせ

るような仕事を依頼することで、その方が活躍できる場を用意する工夫をしている。 

20. 年上、年下にかかわらず、同じスタンスで接することを意識した。例えば、常に敬語を使うなど。 

21. 誰に対しても同じスタンスで接することは大事だと思う。自身は気づかなくても、部下の方には人によって接し方が違うと思

われてしまう。年上・年下ということではなく、仕事という意識が重要。 

22. ベテランの人とは共通の趣味の話でコミュニケーションをとったり、ごめんね、とかありがとうを必ず言う。言うＳＶ、言わな

い SVの違いはスタッフが良く見ている。 

23. 制度、システムが変わるのでベテランをフォローしようという気持ちでいる。細かいことをいわれても、というベテランには入

念に準備して説明する。 

24. 対話が進まないとき、「たとえば」とこちらから例を挙げてみる。 

25. 自分だったらどう言われたら嫌な気持ちにならないか考えて、一度相手のことを肯定してから、私だったらこうしますと言う。 

26. 日頃からお互いに何を言っても嫌な雰囲気にならないように信頼関係を築くことも大事。 

27. 言い訳をできる雰囲気をつくる。ミスした人の言い分を聞いて、そういうことあるよね、わかる、と気を使ってから、今後どう

しようかと相談する雰囲気を作る。 
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28. 横並びで座っているので待機の時間に話している。自分が真ん中に座っているときはファシリテーター役になる。 

 

【課題 4】 落ち込んでいる様子のテレコミュニケーターへの声のかけ方は？ 

1. 元気がなさそうなら聞いてみる。元気がないと答えれば、業務前に話し合うようにする。そうでなければ、あまり気にせずに

業務についてもらう。 

2. 業務前に気づいても、声はかけない。仕事が始まるまで待つようにしている。仕事をしているうちに、悩みを忘れることもあ

ると思う。それでも様子がおかしければ、休憩時に声をかけるようにする。声をかけられた方は、結果はどうあれ、見てい

てくれた・心配してくれたということで信頼関係が築ける。 

3. 朝一番の朝礼での反応を見るようにしている。 

4. モチベーションが下がっている、退職しそうな方への面談の際にはスクリプトがある。基本は聞き役に徹底的にまわること。

数字ができているか、出勤状況は良いかを参考として見るようにする。 

 

【課題 5】 自分が「ちょっとどうかな？」と思う理由（ペットの体調不良等）で休む方や離席が多い方にはどのような声をかける？ 

1. 管理者もペットがいて理解している例はある。 

2. 不要な離席で、注意しても守れない人は朝礼で周知する。人に見られているということを言う。 

3. ペットが理由の休みは、お休みしていただくしかない。ただ、今後のこともあるのでご家族で話し合っていただく。 

4. 離席は朝礼で言う。2 カ月くらい経つと同じ状態に戻る。 

5. 離席は数字で異常を確認したら、「会社として応対することないですか、あなたを心配しているから聞いているんですよ」と

いう声の掛け方をする。 

6. ペットは当人の身近に代替者がいなければ休みを受け入れる。会社としては問題視する人もいるかもしれないということを

本人の不利益にならないように知らせるという視点で言う。 

7. 離席は周囲の担当者の感じも悪くなるので気にした方が良いと、対等なアドバイスという感じで言う。 

8. 離席の合計時間の数字に対して、一律で離席の時間数が決められている。数字に線をひいて注意喚起する。 

9. 終了時間間際に電話を取りたくない離席がある。当番制で 6 時 5 分まで受け付けなど、離席しないことを強制する。ベテラ

ンの方に平等性をいわれるので当番制にしている。 

10. 委託業者内の管理に任せている。休みや離席は、他のメンバーががんばってくれていたという言い方をしている。 

11. ペットを理由にした休みは「良く思わない人もいるよ」という伝え方をする。離席が長い人は「体調大丈夫？」と聞く。 

12. 勤怠ルールは伝えている、急な休みは月 3回まで。なるべく振替えて出勤。契約条件が守られなければ最低時給になって

しまうようなこともある。 

13. 離席は数字の根拠をもって伝える。優しくしすぎると繰り返されるので絶対にないように。 

 

【課題 6】 テレコミュニケーターから質問を受けて、即答できない場合はどうしている？ 

1. 分からないことは、分からないと答えるようにしている。場合によっては、折電にしてもらうようにする。自分で調べたり、先

輩に聞いたりする。その後のフォローが重要だと考えている。ＳＶよりもお客様に応えられないＴＣの方が困っていると思う

ので、ＴＣへ回答する際にお詫びしたり、次はすぐに答えられるようにするからと伝えることを心掛けている。 
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2. 分からないものは分からないと腹をくくる。ＴＣが答えられるかどうかは、顔色を見るなどして徐々に学んでいった。ＴＣに答

えさせず、転送やエスカレーションさせたりすることも、即答と考えている。判断を間違えた場合は、謝りに行く。ＳＶとして

の行動というより、人としてきちんとした行動を取るようにしている。 

3. 分からないものは自分で調べ、対応するようにしている。調べた内容で似たような案件があるかどうかを調べ、自身の知

識を深めていくようにする。 

4. ベテランは「○○でしょ」と確認で聞いていることもある。それを冷静に受け止めて、即答しないように気をつけている。ベテ

ランに注意する際は、下調べをして、客観的に指摘できる内容を準備してから行うようにしている。 

 

【課題 7】 ほめる、叱る際の工夫はどうしている？ 

1. クレームを聞いているとき、助けるために聞いているよ、と動作でアピールをする。助けるためのモニタリングという認識を

持ってくれている。 

2. モニタリングは聞いているというアピールをすると、向こうに行って、という人はいない。良い対応をしているときも聞いても

らえると嬉しい。一緒に聞いてあげることをアピールするのは大切。  

3. ほめるときは、感情をあらわにして、叱るときは怒っていないよというアピールをしているつもり。自分の感情とは別に道理

を説きたいと思っている。  

4. 管理職が近寄ったら何かほめてくれるのですか、と思ってくれるようになると良い。  

5. 叱った時のフォローとして、私も（そのままでは対応が）あぶないと思って感情的になってしまったのだけど、というような切

り出し方をする。  

6. 怖い SV と怖いけれど愛情のある SV の違いは、叱った後フォローをしてくれるかどうかだと思う。怖いだけの人は叱ったら

叱りっぱなし。威嚇されたと感じるとできていることもできなくなってしまう。 

7. 愛情のある厳しさは上司ができていても水平展開できていない。馴れ合いで言うと心に響かないし、できていないと一方的

に言っても効果がない。  

8. フィードバック時にこういう対応したのはなぜか、こうした方が良かったよね、と言っても１００％納得が得られずに終わるこ

ともある。お互い納得できるフィードバックができると良い。 

9. 褒めるときはその場でほめるが、注意するときはコーチングルームで実施。そこに行くだけで、本人も叱られると思うし、こ

ちらも叱る心構えができる。最初に今回残念という気持ちを伝える。日頃からの信頼を得ている前提だが、信頼をしている

人が残念、悲しいと思えば、当人も残念に思う。  

10. 勤怠、実績、いろいろあるが、数字を用意できるものは具体的に示して納得いくような説明をする。 

11. ミスについては、感情もわざと入れる。顧客にご迷惑をかけた場合は、重さに気づいてもらうために「ありえない」とかがっ

かりしたとオーバーに言う。その後感情抜きで「では、どうするか」というように進める。  

12. 動機づけが大事。業務ルールひとつにしてもなぜそうするのかを理解してもらうと、嫌なルールでも納得してもらえる。  

13. 真剣な表情と笑顔の使い分けが大切。叱った後でできるだけでフォローする。  

14. ミスクレームが起きたときがほとんどなので、私に呼ばれたらミスと思われる。  

15. グループで担当が決まっている。2人で連携して、片方がガンガン言っているときはもう 1人がフォローする。 
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【課題 8】 スーパーバイザーの育成はどうしている？ 

1. センター全体に対して毎年、経営層から 1年のミッションが提示され、改善や成果を出すために PDCAサイクルを回してい

る。そのミッションに基づき、より掘り下げたＳＶが担うミッションを与え、PDCA サイクルを回すようにしてはどうか。自社で

は最初の 2～3年は反発もあったが、だんだんとそれに慣れてきて、今ではそういうものだということになっていった。 

2. ＳＶ毎に班を決めて、リーダーシップを取らせるようにする。班ごとに成果を競わせると、自ら考えるようになっていくと思う。

ただし、あまり競争を煽ってしまうと別の問題も出てくるので、一定期間を経過したのちに止めた。 

3. チーム制は自社センターで導入しており、毎月競わせている。自身がコミュニケーターを面談することはなく、部下であるチ

ームのリーダー15 名と毎月面談をして、改善のために試行錯誤している。チーム制の悪い面をあえて言えば、他のチーム

の方が良いという意見が出てくることがある。 

 

【課題 9】 後輩スーパーバイザーの育成はどうしている？ 

1. 自身のキャパシティではできないことについては、都度、上長に相談し、場合によっては上長や同僚に担っていただき、自

身の時間を取れるようにしている。 

2. 管理者は毎朝 10分の時間を作り、その時間内で業務の伝達事項、起こった出来事などの情報共有を必ず行っている。 

3. １週間に 1 度、情報共有や課題の解決などを話し合うための時間を１～2 時間取っている。業務が動いているので、全員

が揃わないことは仕方がないこととしている。 

4. 週間業務計画をつくり、毎週の目標を立てるようにしている。後輩 SVの計画と目標の進捗を見ている。 

5. 後輩ＳＶに対して業務の指示を出すといった管理業務をベテラン SVが担っている。あるＳＶに企画・提案など考える仕事を

してもらいたい場合は、それに専念する時間を与えるため、その分、自身がその SV の業務を一時受け持ったり、他のＳＶ

に振ったりすることがある。 

 

【課題 10】 テレコミュニケーターにうまく指導できないスーパーバイザーの教育はどうしている？ 

1. 日々の声掛けが重要。褒めることが重要だと思う。週 1時間のフィードバックより、毎日 5分の声掛けの方が大切。 

2. 常に歩き回り、モニタリングをする。いい加減なコミュニケーターには保留にさせ、チェック項目を確認させるようにする。毎

月の広報誌の中で、問合せが予想される箇所へのライン引きをコミュニケーターにさせている。 

3. 自分の仕事のチェックリスト・シートを、仕事の終わりに必ず確認させて、仕事の漏れがないようにする。 

4. 精神論になってしまうが、コミュニケーターの後ろにはお客様がいる。それを意識させるようにしている。また、個々のコミュ

ニケーターの特性を把握するようにさせている。感情的にはならないように指導している。 

5. 困ったときが一番吸収できるとき。挙手があったら、その場で指導する。電話がつながっている状態でエスカレーション・質

問を受けたときは、時間が求められるので、その場では教えるが、その後に調べる方法を必ず確認させるようにする。その

確認を怠ると、結果自分に返ってくるので、時間がかかっても行うようにしている。CSR も SV も同じ、育成に早道はない。 

6. 外部の力も取り入れることとし、「CCAJ スクール」を活用することになった。自社内の研修では、みな同じ考えや認識にな

ってしまい、新たな解決策が見出しにくくなると思った。 
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【課題 11】 テレコミュニケーターからたたき上げのスーパーバイザーの指導はどうしている？ 

1. 状況が何であれ、誤案内をさせたのは SV の責任であることを認識させた。分かってもらうのに 1 年かかった。変わったき

っかけは、SV 本人が質問してきたテレコミュニケーターに対して質問をするようになってきた。そうすると、TC の理解の範

囲が分かるようになり、適切な説明ができるようになった。2年かかったが、優秀な SVになった。 

2. たたき上げの方は優秀なコミュニケーターだった方が多い。なぜできないのか、分からないという思いがある。その方との

面談では、自分が TC だった時の話を必ずする。自分の TC 時代よりも、これから自分が SV として何ができるかを話させ

るようにする。 

3. SV でパワハラ研修会をやり、コミュニケーターから声が上がっているということを報告した。直属の上司ではなく、別の部

署の方がやると良い。ほかの SV がどのように考えているのか知る機会にもなる。本人はパワハラと気づかないこともある。 

 

【課題 12】 異動して SVになった方が、ベテランテレコミュニケーターから認めてもらえないときは、どうしている？ 

1. その上席が期待を伝える。また、ベテランＴＣの前で褒めて、仕事の権限を与えるようにする。ＳＶは責任・権限があること

を、ＴＣ自身にも分からせるようにする。 

2. つぶされそうなＳＶ本人ではなく、他のＳＶを注意し、自分にも言っていることだと、気づかせるようにする。そのＳＶ本人は

極力注意しないようにする。 

3. 社員・契約社員のイスの数は決まっているので、ポッと来た方が上席になって、ベテランの方が面白くない気持ちも理解し

なくてはならない。自分を振り返り、至らない点があったと反省も必要。 

4. TC から呼ばれたら、分からなくても全て対処しなくてはならない。そうしているうちに、エスカレーション対応ができるように

なり、ある時から見る目が変わってくると思う。 

5. 褒めることを常態化するようにする。お客様だけでなく、社内スタッフ間でも。サンクスカードを実施する。 

6. ＳＶとテレコミュニケーターの関係に問題がある場合には、テレコミュニケーターと面談を行い、早期に問題を解消するよう

努めている。まずはテレコミュニケーターの考え・思いを聞き、受け入れつつも、後輩ＳＶの考え方なども伝え、分かっても

らうように説得する。基本的にはテレコミュニケーター側ではなく、後輩ＳＶ側の立場に立つ。 

7. ベテランテレコミュニケーターはすねていることもある。自分より社歴の短い・商品知識が劣る人がＳＶになっていることに

ついて。そこで、ベテランテレコミュニケーターは長くやっているだけに商品知識が豊富なことを利用し、その人自身のやり

方・判断で、新人テレコミュニケーター数名に対し、研修を行ってもらった。すると、自身が頼られている・認められていると

感じたようで、管理者に接する態度も変わり、新人が入った時には、自ら声掛けまでするようにになった。 

 

【課題 13】 後輩スーパーバイザーに自主性を持ってもらうためにどのようなことをしている？ 

1. コーチング。悩んでいることを聞き出して、答えを引き出すようにしている。分かっているけどやらない方には、自分の口か

ら言わせるようにする。新人にはアドバイスをするが、基本的には自分で考えてもらう。 

2. 暗示にかけること。 

3. 何でＳＶになったのかを紙に書いてもらうようにする。次のコーチングの時に、その紙を持ってきてもらい、その結果を意識

させるようにしている。忘れていても、面談があることで、面談前日または数時間だけでも思い出してもらうことが必要だと

思う。続けることで徐々に定着する。 
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4. 毎日、日報をつけてもらっている。赤ペンでのチェックを 4 年間やった。考える人はどんどん伸びていく。ただし、考えない

方もいる。 

5. 業務を任せる場合、すべて丸投げにすると、何をやればいいのか分からないと思うし、いい加減にやってしまう危険性もあ

るので、20％くらいはやって、あとは自分でやってもらうようにする。方向性を示せば、自分で考えてやってもらえる。 

6. 課題を見つけて、どう動くか考えさせる。紙に書いてもらい、どうなったか週ごとに確認する。自分で考えてもらうことが大切。 

 

【課題 14】 後輩スーパーバイザーがルーチン業務から「考える仕事」をしてもらうためには？ 

1. まずは自身の考え・やり方を伝えている。これまでと異なる方法を試し、経験してもらうことが大切だと考えている。長く同じ

業務をやっていると考え方・やり方に固執したり、近視眼になってくる。それを解消するために、まずは色々な方法があるこ

とを知って欲しいと考えている。 

2. 自身が業務にどれだけの時間を要しているのか知るために、ストップウォッチで計測してもらった。１週間続けると、何にど

れだけの時間を使っていたか可視化できるので、それぞれ無駄な時間への意識や気づきが生まれる。計測には、時間を

意識してもらうこともあるが、業務も整理されることで、自身がやるべき仕事、他に任せられる仕事、上司に任せるべき仕

事などが分かるようになる。感覚的になっているものを目で見せること・数字で見せることは非常に効果的だった。 

3. ストップウォッチで計測したことがあった。すると約 8 割がルーチン業務であることが分かり、残りの 2 割が「考える仕事」だ

ったかと言えばそうではなく、休憩だったりする。慣れた仕事からやりがちになるが、そこを変えるには効果があったと思う。 

4. 「考える仕事」が SVとして求められる業務であれば、それを明確に定め、自身の役割として与えなければならない。それ以

上の仕事を期待するには、個々の自発性が影響する。 

5. 自発性を生むきっかけ作りとして、クライアントや上席者が集まるミーティングなどにできる限り同席させるようにしている。 

 

【課題 15】 後輩スーパーバイザーに自身が伝えたいことが正しく伝わらないときは、どうしている？ 

1. その人のやり方や考えを否定しないようにする。管理下にいるテレコミュニケーターなどの受け手がどのように感じるか、

どうすれば良いかを考えてもらうと効果的だと思う。 

2. 能力や資質が認められて、ＳＶになっているのだから、その人の良さを認めることが大切だと思う。 

3. 長所も自分が思っている・分かっているだけでなく、声に出して認める・褒めることが必要だと思う。 

 

【課題 16】 後輩ＳＶに教えたことに対して、分かったという返事があるが、実際には理解されていない場合はどうしている？ 

1. 理解していないものに対しては、面談を行い、その重要性を説くようにしている。月に３０回くらい面談を行っており、多い方

だと思っている。 

2. アウトプットを出してもらうようにしている。中身がないようなものであれば、その原因を突き詰めるようにしている。結局、

上の立場になればなるほど、報告書などアウトプットが多くなる。今後のステップを見据えて、必要なことと考えている。 

3. 個々にＦＡＱを作ってもらうようにしている。記憶だけでなく、記録に残してもらう。エクセルで作成すれば、教えてもらった内

容などを分類すれば、検索もしやすく、自身で振り返る上でも活用できる。 

4. ＦＡＱを作って共有している。人が変わるので、新人ＳＶが来たときにはそれを参考にしてもらえるし、上司も変われば、そ

れを見ることで業務について分かってもらえるようになる。 
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5. 記録を残すことで、その内容をチェックできるので、誤って理解しているかどうかの確認もできる。 

 

【課題 17】 ベテランスーパーバイザーから新人スーパーバイザーへの期待・アドバイス 

1. 「フリーデイ」をつくる。話し合ってもいい。「こうするとこれだけ残業が減る！」という風に言っていけば、上の者も考えざるを

得ない。 

2. 集団で意見をまとめて提出することで、不満ではなく改善につなげていくことができる。 

3. コミュニケーターに｢見られている｣ことを忘れないでほしい。コミュニケーターだったころ、やってほしかったこと・やってほし

くなかったことがあるはず。「こうしてほしくない」と思っていたことを一瞬でもやったり、いつの間にかやっていたりする時が

あるから、コミュニケーターの時に「こんなＳＶがいいな」と思ったことを忘れないでほしい。「なりたくない」と思ったＳＶになら

ないように。 

4. 大規模センターをイメージしたときにそのやり方が通じるか？という目線を持つ。急遽センターを拡大することになった時の

対応など、リスク回避になるし、異動したときも困らない。一度大規模で想像してから自分のセンターに合わせると良い。セ

ンターの事情にとらわれず、理想を考えられる、思い出せる箇所を作れると良い。 

 

【課題 18】 忙しそうな上司との接し方はどうしている？ 

1. 社内の空気の流れを良くしたいと思っているので、ＴＣの意見をよく聞くことを目標としているが、そこであがった意見に基

づき、上司に提案をするようにしている。上司への伝達は極力、顔を合わせて意見を言い合うことを心掛けている。 

2. 会話やメール等でコミュニケーションを図ることを心掛けている。 

3. 上司の立場も配慮することも大切だと思う。上司が忙しい状況や機嫌を察することも、円滑に仕事を進めていく上では大事

なことである。最初から大きな問題を持ちかけると上司も困惑してしまうと思うので、メールなどで事前に状況を報告した上

で、話をしている。 

4. 上司には肯定の方向で、少し意見が違うことがあってもそういう考え方なんだなと思っておく。 

 

【課題 19】 スーパーバイザーという仕事の本質は何？（新人 SVの回） 

1. 私はスタッフが安心して働ける職場、環境づくりをサポートすることが一番重要。 

2. 全体をみる力が大事かな、うまくまわっているかを遠くから見る力。自分を含めて全体を見られる。 

3. 以前の研修でＳＶは目標の設定をすること、運用ルールをいかに作るか、を行うのが役割というのに共感。 

4. 自分も受電をするので目標とされる存在になりたいと思っているが安心して働ける環境づくりというのも大切なことだと思う。 

5. スタッフから始めたのでスタッフの気持ちがわかる。一緒に喜べるところは喜び一体感をもちたいし後輩にアドバイスできる

ようになりたい。スタッフありきのＳＶなので業務をしやすい環境づくりから始めたい。 

 

【課題 20】 スーパーバイザーとして仕事を継続していくポイントは？ 

1. 自分の存在価値というか自分が必要とされていることに幸せを感じる。 

2. 存在意義がほしい。スタッフが出勤して、私がいるとほっとすると言われてうれしかった。 

3. 楽しむこと。ＳＶは楽しいと思う。 
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4. 必要とされていることを、結果として確認できたとき。相談にのっていただける同僚がいるのは心強い。上席対応をしたとき

の失敗を相談、フォローしてくれる同僚がいるから続けられる。 

5. 研修をしたとき、楽しかった、ためになったと言ってくれる。研修や指導で業務知識や品質向上が目に見えるとうれしい、元

気をもらえる。 

6. 目標は作っている。スタッフに楽をさせられる業務を構築したい。判断に困らないようにすることをやりとげて自分がいなく

てもできるようにするのを目標にしている。 

7. 仲間。議論することで、お互いに思っていることと違うところに着地したりするので面白い。 

8. この仕事でよかったと思うのはたくさんの方に出会えること。「ありがとう」がたくさんあふれる職場で仕事ができているのが

継続のポイント。 

9. こだわりを持たずになんでも受け入れる。せっかくたくさんの人がいるので、吸収する。 

10. 仕事だけではなく環境を良くして、めりはりをつけながら、働くことでモチベーションをあげる。モチベーションが下がったら、

ごはんを食べに行って、沢山おしゃべりをして、その日のうちに解決する。 

 

【課題 21】 子育て中の女性スーパーバイザーがコールセンターで仕事を継続していくために必要なことは？役立つことは？ 

1. 学校行事への協力、地域の行事参加等の調整に配慮すること。 

2. 自分の休みで仕事が止まってしまわないよう、自分にしか分からない仕事をなくすなど社内調整が必要。 

3. 誰でも仕事ができるよう共有が必要。 

4. 休むときに引き受けてくれる人がやりやすい仕事状況をつくること。子どもと１日１食は一緒に食べること。１日１回話を聞く

姿勢を見せ、短くても話をする時間を持つ気持ちを忘れないこと。 

5. 地域のシルバー人材センターに子どものお迎えを依頼。学校行事で必要な衣装の作成などはスタッフの人にコミュニケー

ションもかねて依頼した。お互いに頼みやすい雰囲気を作るのが良い。 

6. 初めての育休利用者として自分自身が、ぎりぎりまで勤務していたことで、後に続く人が休みがちなことで非難めいたやり

とりがあった。個別に体調や事情が違うことの理解を広めたい。 

7. 仕事を先送りせず早めに完結させる。目標に余裕を持てるようにすると突然の休みがあっても追い込まれない。育休から

復帰した SV には、スタッフにブランクを感じさせない振る舞いをするように伝え、バックアップを約束している。スタッフには

逆に、ブランクがあり不明点があっても当然だから、一からやり直すつもりで、と伝えている。 

8. 仕事との両立のためには、家庭の協力も、コミュニティのサポートも必要。 

9. 家へ帰ってがんばりすぎない。土日に掃除機をかけ、お風呂掃除も土日のみなど。家事は全員で分担。 

10. 同居の親の病院の世話、学校の行事などの間に、会社の行事を入れるなどスケジュールのコントロールが大切。食事は

作り置きや、できあいのもの、冷凍食品も使い、家族もできることは分担してもらう。 

11. 一番早く家を出るので、自然に家族で分業。同居の義母に頼る分、作ってもらった食事をほめるなど気を使う。 

12. 主人がしてくれることは文句を言わない。文句を言わなければ進んで何でもしてくれる。 
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（５）採用・定着 

【課題 1】 採用はどのような手順でしている？ 

1. 募集は無料で掲載できるWebサイトやハローワークをメインに、フリーペーパーを使うこともある。応募は必ず電話でしても

らうようにしている。電話の仕事なので、その時の電話の様子・やりとりも基準を設け、判定している。その他、応対テストと

タイピングテストがある。採用数は少ないので、一人あたりトータルで 1 時間かけている。面接は面接官と書記の 2 名体制

で行っている。 

2. Webで募集し、受け付けている。来社してもらい、自己診断テスト、一般常識テスト、タイピングテストをした後に、面接を 30

～40 分かけて行っている。3 つのテストの結果は、面接時に出ており、それを参考に質問などをしている。テスト結果を最

重要視しているわけではないが、「自己主張が強い・協調性がない」という診断結果が出ていると、面接をする必要がある

のかとためらってしまう。 

3. 自身が入社した際は、契約社員の直雇用だったので、性格診断テスト、長文読解、応対テスト（交渉・クレーム対応）、面接

２回があった。現在は派遣社員の採用なので、派遣会社に対して、欲しい人材像をリクエストしている。 

4. 採用の手順は、アウトソーサーなので、センターの業務に応じて必要なものを選んで行っている。性格診断・ストレス耐性

テストをやるセンターもあれば、事務処理・タイピングテスト、一般常識テストのみというセンターもある。 

5. Web で募集・受付。現場の SV 統括者と採用担当の２名体制で行う。進行は採用担当が行い、面接官は SV 統括者が行

い、応募者に質問をする。採用担当はその様子を審査している。審査の際は、応募者が自社のセンターに合うタイプかど

うかを見ている。 

6. グループ会社が採用。採用時コールセンターで、茶話会をするなど暖かい雰囲気で迎えられるようにしている。 

7. コールセンターに特化した企業に依頼している、派遣、紹介予定派遣など。どの業務につくかは、実際に会い、キャリアを

聞いてから検討する。 

8. 社内の異なるチームに所属していたスタッフに異動してもらう。退職の気配がある人に声をかける。電話が苦手な人を EC

グループに誘う。 

9. 入力チームから受電のチームに異動する。同じフロアでお互い何をしているかは分かっており、異動しやすい。 

 

【課題 2】 採用選考でどのようなテストをやっている？ 

1. GATB（一般職業適性検査）を実施。実施することで臨機応変さのようなものがつかめる。 

2. 1週間後に旅行に行くとして、その準備内容を 5分間で書き出してもらう。想像力のない人はあげられる項目が少ない。 

3. ある質問（課題）を出して、何を参照しても良いので答えを探してみてというテストをしている。難しいと負担に思われるので

最低限の項目にしぼって実施している。 

4. 文章の入力テストをして文字数と変換を見る。一般常識のテストもしている。 

5. 「はい」か「いいえ」で答える適性検査。他にタイピングと一般常識。○や△など図形を書いてもらい、あまりきれいすぎる図

形ができる人より、程よい感じの人が良い。 

6. 記憶力の 10項目くらいのテスト。 

7. 1分 50文字くらい入力できないと不採用にしていたが、入ってから育成するつもりで採用している。 
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【課題 3】 応募書類はどうしている？ 

1. 採用が決まってから書類を提出してもらうという流れ。 

2. 面接時に書類を求めると面接に来ない。 

3. 書類なしでも実施したが、様々な人が来るので書類送付に戻した。応募がとても少ない。少ない中から選ぶので妥協もあ

るが、送付してもらった方が良い人が採用できる。 

4. 検索履歴を確認すると、履歴書職歴書が必要だとそこで止まってしまって応募のページに進まない。 

5. 書類不要の方が、間口が広くなる。面接時にアンケートを記入してもらい、それを見ながらヒアリングする。 

6. 簡単な職務経歴や連絡先などをタイピングテストにしている。派遣の場合は書類が整っていてラク。 

 

【課題 4】 理想的なスタッフ（テレコミュニケーター）はどのような人？ 

1. 新しいことにチャレンジできる方が良い。年齢は関係ない。経験についても、技術的に詳しくてもコミュニケーションできると

は限らない、知らない人の方が不明点の確認も確実で良い。 

2. シフト時間に柔軟に対応できる方。 

3. コミュニケーション力が高い方が良い。面接の際の担当の冗談に対して笑ってくれる人が良い。 

4. 契約先が求めておられる人材像に合う方である必要がある。素直な人材が継続するような気がする。 

5. お客様が年配の方が多いため、繰り返し同じ質問をする場合もある。お客様にやさしい対応ができる方が良い。 

6. 素直な方が良い。研修期間が長く、ＯＪＴまでに１．５～２か月あるため、途中で反発して離職されるような方は困る。 

7. シフトに柔軟な方が良い。面接のときは大丈夫と言っていて、採用後に実はダメという方もおられる。時間に融通の利く方

が一番有難い。 

8. 契約先がホスピタリティを重視する人材を求めている。面接のときに少しおどけてみて笑いを誘う等している。 

9. 経験者でなくても良いので、素直で向上心があってコミュニケーションの高い方が理想。 

 

【課題 5】 テレコミュニケーターの採用基準はどうなっている？ 

1. 説明の時に大変なことを何度も言うと、表情が変わる方もいるので、それをよく見ている。フィーリングが重要で、自分が違

うと思う方とは、あまり良い仕事ができていないと思う。「やむを得ない休暇理由とは何か」などの質問をして、人となりを見

るようにはしている。 

2. 面談は挨拶がしっかりできること、アイコンタクトができる方などで判断している。 

3. タイピングテスト、スクリプトを読み込めるか、お題を与えて臨機応変に対応ができるかで判断している。 

 

【課題 6】 応募時や面接の連絡をする際の電話での対応は、どのように審査している？ 

1. 採用面接の日時を伝えるため、こちらから電話をかけた際に判定している。「明るくハキハキ」「コミュニケーションがとれて

いる」「説明をきちんと聞いている」などチェック項目があり、判定している。 

2. Web で応募があった人も面接日時を伝える時は必ず電話をしている。チェック項目も多く用意している。その結果をランク

分けして、面接官に提供している。コールセンターの会社なので、面接日時を伝え、判定する担当者も、しっかりトレーニン

グを積んだ上で、行っている。 
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3. 同じく応募時の電話で一応、チェックしている。総合的に◎〇△で判定し、特にチェック項目までは用意していない。採用を

迷った時の最終判断にしているくらい。 

4. 自分が応募者側の時には、会社を選ぶ際の判断材料にしていた。電話を使った仕事なので、その担当者もきちんとした電

話応対をするだろうと思っていた。現在所属している会社は担当者が親切だった。 

 

【課題 7】 面接時のポイントとして実践されていることは？ 

1. 履歴書の退社理由を全部聞く。人となり、勤務場面が分かる場合もある。 

2. 職歴にあまり触れない面接をしているため、どういう立場の仕事をしていたかを聞く。主導権を握ってお仕事をしていた方

は、コールセンターの仕事の場合、お客様に主導権があるから難しいかな等。 

3. 教育中の 1週間の見極め期間に、実践も入れて、トークフローを自分のものとして対応できるか、感情をお客様に出てしま

う人などモニターを通じて判断。落ち込んで退職する人もある。 

4. 見極め期間後、適正が難しい場合は教育担当に伝えて、別途教育期間をとってもらうなどする。採用の際には「見極めを

します」と伝えている。最近はコールセンターの経験があって、ご自分から向いていないですねとあっさり言う方もいる。 

5. 「クレームが多いですけれど」と言ったときの表情、「クレームがあった時、どう対応されましたか」という経験を聞くなど。分

かっていますと言う方もいれば、不安になる方もいらっしゃる。 

6. ストレスの解消方法、普段どんなことが楽しいと思いますかなど。 

7. お手紙を書くという他社事例を参考に、PC でお手紙を作成し、自分なりの言葉を入れてくださいと言っている。時間を決め

て実施、入力スピードも分かる。以前は道順案内をしていた。分かりやすい説明ができる人かどうかが分かる。 

8. 商品特性上、勉強量が多いので勉強が苦手な方は続かない。分厚い資料を見せて「がんばれますか」としつこいほど聞く。 

9. 苦情が多いので、苦情が大丈夫か。ストレス解消方法を聞く。 

10. クレームがあった時にあなたはどうしますか？と聞き、お詫びしかしない、代わってもらうなど回答の中で判断する。 

11. 応募者がどのような人かを見極めるために、「①周囲の人にどのような人と言われますか？思われていますか？」と「②あ

なたは運が良いと思いますか？」を質問する。面接では良い印象を持ってもらおうとするのは当然である。②は著名人が

社員に対して使っていたという話を聞いて引用した。運が悪いことを人間関係のせいにする人は、人とどのようなコミュニ

ケーションをとっているか想像できる。 

12. 「目を見て話せるか」を見ている。20～50 代と幅広い年齢層の多くの方を面接しているが、下を見て話す方も結構いる。ま

た、質問に対して簡潔に答えられるか。遠回りして、長くなると、結局何が言いたかったのか分からなくなる。それはお客様

対応にも影響してくる。自己 PR が強く、立派な経歴な方でも、仕事が続いていないのには原因があるし、また、本人の意

識が高いところにあっても、それに応じられる仕事でないようでなければ、お互いにとって良い結果にはならない。 

13. 直雇用だったころの面接担当には、「笑顔を見ている（きちんと顔の筋肉を使っているか）」、「覇気が感じられるか」を見て

いたとのこと。また、「困難にあった時にどのように対処してきたか？その対処により、どう波及していったか？」、「自分が

大事にしているもの」を質問していた。複数の面接官がいて、敢えてネガティブな質問をする人がいたり、何もせずに見て

いる人だけもいて、複数で評価するようにしていた。 

14. 面接の際には、自社センターの良さを知っていただくように工夫している。センターの写真を見せたり、今センターで行って

いる取り組み（お客様からありがとうと言われたらシール貼る／センターの新聞）などを紹介している。 
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15. 面接官は、志望動機など一般的な質問の他、「今まで仕事をしてきた中で困難・厳しかったこと。そして、どのように乗り越

えてきたか」、「自分の強みと弱み」についても聞いている。さらに「お客様から怒鳴られたらどうしますか？」と質問して、

「まずはお客様の話を聞きます」などの答えがあった方は採用をしたいと思える。 

16. 扱っている商材・サービスに興味があるかどうか、面接時に質問する。通信であれば、PC を持っているか、PC が好きかど

うか、自社製品で知っているものがあるかなど。ただコールセンター業界で働きたいという方は脱落する可能性がある。 

17. その業界に興味があるかどうかが重要。予め会社のホームページを見てもらい、どのような商品、どのくらい扱っているか

を知ってもらい、本人に覚悟してもらう。面接時に、「覚えることが多いが大丈夫か？」と質問すると、全応募者が「はい」と

答える。採用してもらいたいから「はい」と答えるのが当たり前だと思うが、面接担当者からすると「はい」の答え方に違い

が出てくるらしい。得意ではなくても、苦手意識がないかを見ても良いと思う。 

18. 質問の意図を理解した答えが返ってくることを重視している。 

19. 職歴で就業期間が極端に短い、次の就業までの期間があまりに長い場合に、理由を尋ねてある程度説明してくれる人で

あれば良い。 

20. アウトバウンドではお客さまにも質問しないといけないので、自分のことを説明できる力は必要。 

21. 採用が派遣のみ。職場見学の際に見ている。業務内容がわかった上でミスマッチが起きにくい企業に依頼することになる。 

22. 常駐しているクライアントにも身だしなみを注意されない。劇団員の人が役作りで髭をはやしていても、会話は上手。 

23. あまり上昇志向が強すぎても、正社員に移行できない場合は困る。 

24. アウトバウンドができない人は採用しない。 

 

【課題 8】 採用可否がギリギリのライン上で迷った場合、どうしている？最終的に判断する「自分流のポイント」は何？ 

1. 個人的には第一印象で決める。笑顔のある方が良い。 

2. 歩くのが遅い人はＮＧ。面接場所へのエスコート時など、歩き方を見る。 

3. 靴、カバンのセンスの悪い人はＮＧ。スーツなどは借りることもできるが、靴やカバンは借りにくいので、その人の素の状態

を想像する要素のひとつとして観察する。 

4. 筆記試験の後、消しゴムの消し屑をどうするかなどマナーも見る。 

5. 業務がゲームなので、好きなゲームを聞いて緊張を解く。ゲームの話で盛り上がって友達のような雰囲気になったときにも、

なれなれしくなりすぎず、挨拶などはきちんとする方。挨拶まで友達のようになってしまう方はどうかと思うので迷ったときこ

そ、フレンドリーにしてみて様子を見る。 

6. 面接に 1 分でも遅れた人は不可。事前連絡がある場合はＯＫ。高いものは着てこなくて良いが面接に臨む気構えが感じら

れない身だしなみは不可。採用可否を迷う場合は見送る。 

7. 外資系では自由だったら良いという発想で、スーツ不可の契約先もある。契約先の臨む人間像により、採用判断も変える。 

8. スキルが高くても、雰囲気が合わなそうだなと思う場合は採用しない。悩んだときには採用しないとしている。 

9. 現場の SV 統括者が面接にはいっているので雰囲気に合うかは重視している。スキルが高いと悩むところだが、採用を見

送っている。 

10. 多数採用のうちの一人なら採用すると思う。一人しか採用しない時は、雰囲気が合わなければ採用しない。 

11. アウトソーサーだと、ある業務で不採用でも、他の業務に移すことができる。 
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【課題 9】 臨機応変な対応ができる人かどうかは、どのように見極めている？ 

1. 採用の段階ではわからない。トレーニングでディスカッションをし、相手を理解することに重点を置いている。 

2. 電話を受けていても、生活上、使用していなかったりすると、イメージを持てないようである。 

3. イメージができない方は、お客様の環境をヒアリングできていないことも影響しているのではないか。経験を積んで、知識を

増やしていくのではないかと思う。半年くらいは効率よく対応できる。 

4. 臨機応変はひらめき・想像力が影響していると思う。Ｈｏｗ ｍｕｃｈを含む５Ｗ２Ｈを質問するように指導している。相手が言

っていることが分からなければ、質問力が無いとお客様の状況は分からない。 

5. 契約社員への面談の際、道案内をしてもらうようにしている。相手が何を見ているかなどを想像して、質問することが求め

られる。質問にだけ答えるのは知識や経験を積めばできるようになるが、その先にまで想像力を働かせ、質問して、お客

様対応をしていくことが、人が応対するコールセンターに求められている。 

 

【課題 10】 採用後のギャップを見抜くためにどのようなことに注意している？ 

1. 面接時間が短いので下手に出る面接で、相手の経歴を聞いて気持ちを受け止め、何でも話そうという気持ちにさせるなど。

逆に心を許さない方は、平常心がある。どれが良いかということではなく、人柄を見極める。 

2. 「あなたを一番成長させた経験はなんですか」という質問に前向きに答えられるかという事例を聞いた。自分が一歩踏み出

せたきっかけが分かっているということかと思う。 

3. ネットで応募、書類応募で通過した際に電話をし、その際の印象を作成したチェックリストに残しておいて、面接の際に参

考にする。第一印象が良くないと良くない。 

4. 印象は記録している。センター内を見学していただく際、来られたとき、案内するときのマナーも見ている。見学時にリラッ

クスした際、情報収集する。 

5. 挨拶や表情、服装、座っている様子など、すれ違う人への対応など、それで落とすわけではないが、印象判断をする。 

6. 移動の間に声をかけて反応を見る。スーツでなくても適切な服装ができるかどうか、靴がその人の普段を表していたりする。

清潔な印象があるかどうかは重要視する。 

7. 電話で服装や筆記用具が必要かを聞く人はダメ。 

8. 最近はあまりプライベートなことは聞きにくい傾向にあるが、「家族の事情で休みを希望することはあるか？」「事務手続き

が必要なので、社会保険の加入を希望されるか？」と遠回しに質問することはある。フルタイム勤務と言っていながら、社

会保険に加入しないとなると、おかしいなと思う。 

9. 「1 年以内に進学・留学などの予定はあるのか？」と質問する。フリーターの人は、他の目的があってフリーターになってい

る。夢・希望がある人は優秀な方も多いので採用したいが、採用した際にシフトを守れないケースがある。 

10. 採用通知の電話は、面接担当者でなく、HR 部門がしている。その際、就業条件などをしっかりと伝えている。週 5 日と言っ

ていた方が、その時、週 3 日でと言ってきた場合は、その場で返答はせずに、面接担当者に確認してから、再度検討する

と伝える。そうすることで、面接時と本人の実際の希望との違いを事前に解消できる。 
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【課題 11】 集団面接を行ったことはある？ 

1. 最大 4名まで同時にやったことはある。しかし、当日キャンセルもあり、結局 1 対 1になることもあった。最初から 1 対 1の

面接を予定しているとキャンセルがあると、スケジュールが変わってしまうが、集団面接を予定していれば、誰も来ない可

能性も少なく、時間の無駄にはならないと思う。しかし、質問に対する答えが、前に答えた人と似通ってくる傾向がある。質

問により回答の順番も変えたりするが、人の差が見えにくくなる。応募者をよく知るためには、1対 1の面接が良いと思う。 

2. ある会社では、人によって質問を変え、同じ質問をしないようにしていた。答えが同じにならないので、コミュニケーション能

力や組織の中に溶け込めるかを見るにはいいと思う。 

3. 集団面接は「右へならえ」の危険性はあると思う。人の採用が厳しくなっている実状では、良い人材を採るよりも、悪い人を

採らないようにする傾向がある。集団面接により、1 対 1 の面接では答えられないような人が、なんとなく答えてしまって、

応募者の評価が平均化してしまう可能性がある。 

 

【課題 12】 採用したテレコミュニケーターを見極める期間はある？ 

1. 同期でも大きな差が出てしまう場合は、遅れている方にはトレーナーが声をかけるようにしている。 

2. 一般の方でも公的資格を取れるようになり、それにより資格のある未経験者を採用したが、残った人はわずかだった。業

界への理解・経験が必要と思い、以降は未経験者の採用は見送っている。 

3. 研修期間中の 3 ヵ月内で、3 回判定して、伸びない方・改善しない方には辞めてもらうようにしている。 

4. あまり改善の見られない方には面談をして、本人からの申告で辞めてもらうようにはしている。本人から申告がない場合は

やめさせられない。 

 

【課題 13】 定着率を上げるための取り組みはどうしている？ 

1. 辞める要因はポジティブ・ネガティブがある。ポジティブは気持ちよく送り出すことが必要。ネガティブについてはどのように

対処していくかを考えていかなければならない。 

2. ポジティブとネガティブのどちらが多いのかをヒアリングできるような仕組みを作る必要がある。多くは人間関係にまつわる

ことが要因になっている。マネージャーがその問題にどれだけ時間を取れるかがポイントとなってくる。永年勤続の表彰を

したり、社員登用制度を設けたりしている。 

3. 自身が管理している人数が多くないので、1 名離職すると影響が大きい。人間関係が要因であるが、コミュニケーター同士

の問題よりも、派遣のコミュニケーターと社員のマネージャーとの関係が大きく影響している。派遣⇒契約⇒社員への登用

制度もある。数字や利益を追い求めることにより、コミュニケーターを追い込んで無理をさせてしまうようなところもあるので

はないかと思う。それを守れないＳＶにも課題がある。 

4. リクルーティングの時点で人を絞っているので定着率は良い。有効求人倍率があがり、なかなか人が集まらない。現在の

センターは週 5 日の 9 時～17 時なので一般的な勤務形態で採用したくなるが、あえて扶養控除の範囲内で仕事をしたい

主婦層を採用して、週 3 日、6 時間/日の勤務形態にしている。似たような境遇のためコミュニケーター同士の話題が一致

し、派閥ができず、人間関係も良く、良い距離感を作れていて、仲間意識が生まれるようである。また、時間単位の有給休

暇制度を設けており、当日の休暇申請もペナルティなく、罪悪感なく休めるようにしているので、働きやすさにつながり、定

着率が良くなっているのではないかと思う。 
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5. 募集の段階から、しっかりと企業やセンターのポリシーを明確に示して、「このポリシーに従って働けますか？」と面談の際

に質問する。それに合わない人は採用しないようにしているセンターもある。 

6. 現場と採用が分かれているので、どうしてこのような方を採用したのだろうと思うこともある。採用側は採ってしまえば、あと

は現場任せというところがある。現場側は、採用されて来てくれたからには育てなくてはならないという思いもある。日ごろ

こまめに面談して人間関係を構築することで、その方の悩みや不安を聞き、それに対処するよう心がけるが、それでも限

界があり、どこまで介入するかという悩みもある。やはり採用の段階できちんと見極めてもらえると現場は助かる。 

7. ドキュメント・ナレッジが整っていないことも離職の要因として多々ある。コミュニケーターが自分で調べて回答を見つけるこ

とができず、ＳＶに質問しないと解決しないケースがある。新人だとＳＶや先輩にはなかなか聞きにくいということもあり、そ

ういう状況が続くと新人がストレスにより辞めてしまう。 

8. 某企業の調査で「新人が自信を持てた理由は？」という問いに対して、「業務知識を身につけた」という回答が最も多かっ

たという結果が出ていた。その結果から、業務知識を学ぶためのツールや研修が重要であることを再認識し、改善したこと

があった。 

9. ＥＳ調査を毎年 1 回、全社員に対して行っている。業務・ファシリティ・ツール・育成などについて選択式の設問とフリーアン

サーも設けている。衛生要因は改善するようにしているが、動機づけ要因は社内で検討したうえで対応している。毎年行っ

ているので定点観測はでき、不満要因への対処については翌年改善が見られたかはチェックできる。 

10. インセンティブやお客さまからのお礼を掲示して、働くことの良さを実感してもらうことが功を奏している。 

11. 新人コミュニケーターは採用から約 2 カ月の研修・ＯＪＴを経て、1 年間新人専属チームに配属しフォローを行い、1 年後に

既存のチームに配属するようにした。 新人チームを作る前は、1 年以上定着した人が約 15 人中 1 人だったが、新人チー

ム導入後は、７～8 割は定着するようになった。 新人チームはひとつの島・エリアを作り、その周りにベテランを配置し、ベ

テランの応対を学べるようにしたり、管理者やトレーナーが専属につくことで、目が行き届くようにしている。新人を固めるこ

とで、新人の中だけで相談して応対してしまうリスクもあるが、そうならないように手厚くフォローしている。 通常は 10 人に

リーダー１人、新人チームは 10人にリーダー3人、ＳＶが１人つくようにしている。 

12. 1 カ月ごとの勤怠や CPH（通話時間や後処理時間の短さ）等を評価して、表彰を行っている。外資系企業ということもあり、

ハロウィンやクリスマスは大掛かりなイベントをやり、食事をふるまったりもする。サーベイ（意見箱）も設置している。 

13. 自身は研修を担当しているが、離職は研修中よりも着台後の方が多い。新人研修を終えて、現場に送り込めばそれで終

わりではなく、研修期間中にできた信頼関係を活かして、業務についた後もフォローしていくことまでを自身の役割としてい

る。面談を行い、仕事についての相談を受けたり、アドバイスしている。 

14. 簡単な入社セレモニーで歓迎したり、自己紹介シートを掲示することで、迎える側にどのような方かを知ってもらえるように

して、コミュニケーションを取りやすくした。また、新人には面倒見の良い方をアドバイザーとして、フォロー役をしてもらうこ

とで、定着率は上がった。上司からも採用した人材を辞めさせないという方針も出て、かなり手厚いフォローをするようにし

ている。その効果もあり、病気や家庭の事情など止むを得ない理由以外による離職はなくなった。 

15. 若い方に入社してもらいたいため、産休・育休は最長で 3 年までとれるようにし、企業内保育所もあり、3 歳まで預けられ

る。勤続年数に応じた有給休暇もあり、福利厚生は充実していると思う。研修も整備されていて、品質管理チームのフィー

ドバックは SVも同席するようにし、SVとコミュニケーターがコミュニケーションできる機会を増やしている。しかしながら、SV

に負担がかかっている。 
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16. スキルを設定して、数週間研修をしたら、そのスキルの業務を行い（電話を取り）、教えられていない業務は折り返し対応

にして良いとしている。少しずつスキルアップした研修を行い、業務につくといった段階を踏むようにした。それにより、1 年

ですべてのスキルを習得できなくなったが、定着率は上がっている。 

17. 新人にアンケートをとっている。次回の研修で良い気分でオペレーターに働いてもらうため、感謝メッセージも行っている。

感謝メッセージは、顧客とは別にチーム内などで 10人選び表彰している。また、皆勤賞もここ２～３年前からやり始めた。 

18. ESアンケートや衛生委員会を行い、オペレーターに情報連携している。SV1名に対し、オペレーターは 6名いる。休みが 2

日続くと面談を行い、コミュニケーターの状況を聞いている。その結果は SV 以上が見られる面談シートに記録している。ま

た、褒める文化の醸成として、誰かに助けられたことへの感謝を紙に書き、掲示する「サンクス・ツリー」を行っている。 

19. インセンティブポイントという制度を設けて、出勤状況に応じてポイントを付与している。そのポイントは、上司や同僚が、助

けてもらった方や頑張っている方に対して、メッセージと併せてポイントをプレゼントできるようにしている。それにより、コミ

ュニケーションの活性化につながっていると考えている。 

20. SV やトレーナー以外に、サポートという仕組みがあり、新人の面倒見役がある。「聞いてもいいよ」というバッジをつけても

らい、その時は新人が質問できるようにしており、今年度からスタートした。新人は SV やトレーナーでは、上下関係がある

ので聞きにくいようである。費用をかけずにできる取り組みとして、この半期は上手くいっていると思う。 

21. 予算は取っていないが、新人歓迎会をやったり、入社 1週間後にフォロー面談を行ったりしている。また、今年から、2か月

に 1回、外部の講師を呼んで、ビジネスマナーやクレーム対応、ビジネスメールの書き方などの研修を始めた。研修を受け

た方は☆シールを付けてもらう。☆をつけてもらうことで、「私はまだ☆ひとつ」、「私はもう☆３つ」などと、意識するようにな

り、活気が出てきたと感じている。 

22. 新人の食事会、決起会をやっている。オペレーターの発案で、バーベキュー大会などの交流会をやるようになった。 

23. オペレーターにはステータスを設定し、給与（時給）に反映するインセンティブ制度も取り入れている。また、今までは入社

の度に研修を数日行って、着台をさせていたが、今は月初にオペレーターを集めて研修をするように変えた。それにより、

コミュニケーションが活発になり、チーム意識が生まれるようになった。 

24. 会社でビッグスマイル賞というお客様からお褒め言葉があった方を表彰する制度があるが、コールセンターバージョンで、

助けてくれた方に感謝のカードを渡す、サンキュー制度を設けた。また、IVR でスキルベースルーティングを行い、少しずつ

対応できる業務を増やしていくことで、できなくて仕事が嫌にならないようにしている。 

25. 新人の面談で、現場の管理者ではなく、人事担当と面談をして、言いやすい状況を作っている。また、新人日報を書いても

らうことで、その新人の心境を把握するようにしている。 

26. ロープレで、優秀層とボトム層にレベル分けして行っている。優秀な人同士でロープレをすることで刺激になることや、レベ

ルの上の人とやることで学びになる。 

27. イベントを勤務時間内にやっている。シフト制なので、全ての人がイベントに参加できるよう数日をかけて行う。あと、盛り上

げるためには、社員が率先するようにしている。 

28. 社長がコールセンターに来てもらうような取り組みをしている。社長が来ることで、コールセンターが会社にとって重要な部

門であるという、プレゼンスの向上につなげている。 

29. 離職はコミュニケーターに注目しがちだが、SV に辞められてしまうことの方がセンター運営上、ダメージが大きい。また、

SV層がもっとも悩んでいるので、問題の解消の機会となっている。 
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30. 様々なプロジェクトがあり、プロジェクト内での取り組みは色々とやってきたが、プロジェクト間の交流が全くなかった。「働き

やすさワークショップ」を発足し、評価・教育・情報・コミュニケーションの 4 つの観点から、各プロジェクトでやってきたことを

横展開する取り組みを今年度から始めた。プロジェクトをまたいで情報交換する仕組み。 

31. 色々な業種業態の業務があるため、以前は週のはじめに研修部門が 1 日研修し、翌日には現場に送り、現場毎で育成、

デビューさせていた。せっかく 10 人くらい一緒に入ったのに翌日には、それぞれの業務に振り分けられてしまい、すぐに一

人になってしまう。そこで、今は研修部門が 1週間預かるようにして、簡単な業務を同期で一緒にやってもらった上で、各現

場に送るようにした。送り出して終わりではなく、3 日目後にアンケートを書いてもらい、回収も研修部門が行っている。スタ

ートして 3 ヵ月だが、それによって、新人の状況・心境が分かるようになってきたので、今後の成果につなげたい。 

32. マニュアルを探すのに時間がかかっていることが分かり、AI を試験導入している。研修をしっかりとやって、知識を習得し

てもらったのに、いざデビューするとマニュアルをうまく探せずに、回答できないということが多々あった。それならば、研修

で一定の基準まで育成した上で、後は AI で支援できるようにすれば、オペレーターも負担を軽減でき、業務に集中できる

ようになる。 

33. 忙しいと雰囲気も悪くなり、こんな会社で働きたくないという感じが蔓延してしまうので、困っている人が質問しやすい、言い

やすい環境を作っていく。 

34. 独り立ちするまでにトレーナーをつけて、マンツーマンで指導やモニタリングをして、フォローしている。自分のチームでは、

SV・ASV も含めて、新人の面倒を見ている。 

35. 人が働く上で重視するのが、「お金・環境・モチベーション」と上司が言っていた。お金は簡単に変えられないので、環境と

モチベーションの工夫している。アウトバウンドのチームとインバウンドのチームでは接する機会が少ないので、日頃から

挨拶を意識しており、朝礼も全員揃ってやるようにし、知らない人（顔）がないようにしている。 

36. アウトバウンド業務は獲得するのが仕事ではあるが、それを当たり前にせずに、１件取れたときはみんなで称賛するように

している。 

37. サンキューカードは、従業員同士や代理店から褒められたことを張り出し、月１回優れた人を表彰している。 

38. 研修講師に威圧感があり、それに耐えられずに辞める方もいたが、現在は「講師の心構え」という研修を講師に対して行っ

たことで改善している。 

39. 応対音声を聞くフィードバック面談を行っているが、９つ褒めて、１つを指導するようにしている。勤務形態には柔軟性を持

たせており、時差出勤を認めたり、産休明けの人には在宅勤務も認めている。勤怠に問題がある人には、アルバイト勤務

への移行も認めている。 

40. 約３ヵ月の試用期間を設けて、節目ごとにチェックをして、続けていけるかどうかを確認している。試用期間を設けたことに

より、定着率は上がってきたと考えている。 

41. 半年で社員になれる契約形態が最近できた。事業所限定など３種類の社員の雇用形態がある。仕事の内容は同じ。事業

所限定社員は最初から社員として契約できるようにした。 

42. 独り立ちしたとたん不安になるので、研修中に他のスタッフと顔合わせする。お話ししてきて、というふれあいの機会を設け

ている。 

43. 一人で入って来ると同期がいないので先輩とのコミュニケーションの機会を設けている。 

44. ベテランの人と席を近くしている。 
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45. １時間ずつでもベテランの人の横についてもらう。みんなで育てようという雰囲気を作っている。 

46. 先輩を見てもらうのもある。最初の方で先輩の動作や視線を見てもらう。 

47. 端末の操作は全員が見られる周知のサイトにのせている。電話中でも操作できるようにしたことで、手挙げの数も減った。

最新の情報が常に閲覧できる。 

 

【課題 14】 職場を“明るく楽しく元気にする”ことを意識した取り組みは？【センター（組織）】 

1. ビジョンやミッションをアクションレベルで体現できているかを判定している。お客さまとの応対について、ミッション・ビジョン

に照らし合わせて、どのような価値が提供できるかを考えてもらう。コンテストも行っているが、その評価項目もミッション・

ビジョンに基づいている。 

2. お客様の声は、休憩室に掲示したり、朝礼でそのコミュニケーターの名前を挙げてお褒めの言葉を紹介している。また、お

客様からプレゼントなどが送られてきた場合は、抽選会をしてコミュニケーターに提供している。 

3. コンテスト・イベントは定期的にやってはいるが、それを決まった時期に行っていると、それまでの間、手を抜く人も出てきて

しまう。そのため、予告しない（突発的）コンテスト・イベントを行うことで、緊張感をもって業務にあたってもらえるようにして

いる。定例的なものとして、ある程度の時間を要する改善提案のコンテストをやっている。すぐできるものとしては、ＫＰＩに

関連することで、応対品質や生産性などを表彰している。 応対品質は個人を対象にしているが、生産性はチーム制で評

価している。例えば、後処理について、短くしようというメンバー内での意識が生まれ、他のメンバーに声掛けをし合うよう

になったり、短くするためのテクニックを共有するようになる。それを狙っている。 

4. 応対品質・生産性もベテランが表彰されやすいので、前回からの伸び率を評価したり、新人だけを対象にしたり、セクショ

ンを分けるなど、可能な限り多くの方が表彰されるようにしている。 

5. センター長とオペレーターとの対話会。権限のあるトップと直で話し、要望を伝えることで、早期に応えられるようにする。 

6. 季節ごとのイベント。ハロウィンでは SV は強制的にコスプレをして、盛り上げるようにしている。オペレーターは参加自由

で、マネジメント側が盛り上げ役になる。投票により最も良いコスプレをしたオペレーターを表彰している。 

7. 自社センターにおける「あるある川柳」をやったことがある。良い川柳を投票して、選ばれた方を表彰した。 

8. 毎年スローガンを皆で考えて、それをもとに頑張っていこうという雰囲気を出している。サンクスカードはセンター内以外で

も行えるようにしていて、お礼を手書きした用紙を入れるポストがある。 

9. 成果をきちんと評価することは大切なので、キャンペーンをやっている。成果によって評価の重みを変えているが、全員が

キャンペーンによる評価対象になれるようにしている。 

10. センターだけでなく、会社全体で推奨しているのが、「明るく元気な社員を育成する」。センターではバザーをやっており、掘

り出し物を見つけることもできる。バザーの売上はセンターが所在する自治体に寄付し、地域貢献もしている。 

11. 100 名体制の部署なので、コミュニケーター同士で全員を知っているわけではない。コミュニケーションが取れないことによ

り、ちょっとしたことで齟齬をきたすことがあるので、コミュニケーターをランダムに選んで座談会（6～7名）を実施して、その

模様を報告している。顔しか知らない人でも、こういう人だったというのが分かり、人が分かると印象も大きく変わってくる。 

12. コミュニケーションは大事なので、親睦として月 1 回ランチ会をしている。外に行くと並んだり、席が離れたりするので、ピザ

など出前を取って、リフレッシュルームで行っている。自費であるが毎回全員参加し、楽しんでくれているようである。 

13. 現場で話すことはなくても、挨拶をするように指示するようにしている。 
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14. コール数が多いので、新人でも超繁忙期では、ひっきりなしに電話に出なければならないので、疲弊してしまう。そのため、

落ち着いて振り返ることができるような機会を設けられないかと考え、研修の残り 15 分くらいは自身の心境等をノートに書

いてもらうようにしている。 

15. お菓子キャンペーンやランチ会をやっている。ランチ会の費用は会社から出る。 

16. リーダー向けのワークショップをやって、オペレーターのために何ができるかをとことん考える。その前は、SVはリーダーの

ために何ができるかを考えるワークショップをやった。 

17. PRIDE（プロフェッショナル、リレーション、イノベーション、ダイバーシティ、エンジョイ）を掲げ、サンクスカード制度などを行

っている。また、健康キャンペーンとして、健康に対する目標を各自が立てて、別の組織である衛生委員会が評価している。 

18. 衛生委員会が毎月、インフルエンザの予防やメンタルヘルス等をやっている。インフルエンザの予防接種は、派遣社員に

も無料でできるようにしている。 

19. 挨拶励行。エレベーターの前に立って、挨拶をするなど。ストレスを発散するために、休憩室でヨガ教室をやったり、体に良

い食べ物の勉強会なども行った。同じ会社の人で、たぶん偉い人なんだろうけど誰だろう、どんなプロジェクトがあるのだろ

うと思うことが多々あったようなので、センター新聞を作って、休憩室に配置したところ、読んでもらえている。内容はその人

を知ってもらうために、センター長のプロフィール（出身地や趣味など）を紹介している。 

20. 自ら掃除してくれた、片づけてくれたなど、仕事以外の日々の行動への感謝を、朝礼などで伝えている。 

21. できる人に業務が集中しがち。それは管理者もオペレーターも同様。RPA などを導入して、特定の人の負荷を軽減するよ

うにしている。 

22. 特別金の支給をするキャンペーンをやるが、その時は盛り上がるが、それで終わってしまう。 

23. 忘年会に社長・役員が参加する。社員は上席者がいるので、半ば仕事として参加するが、派遣社員がどの程度参加する

かをみると半々くらい。それが本人たちのモチベーションアップになっているかは疑問に思っており、慰労の意味合いが強

い。そのため、会社の表彰制度の中に、コンタクトセンター賞を設け、社員・契約社員を区別なく優れた人を表彰するように

した。それはモチベーションアップにつながっていると思う。できる（優秀な）方は、周りからも評価され、本人にもその自覚

があるものの、だんだんと当たり前になってしまい、さらなる向上がなくなってしまう。コンタクトセンター賞ができたことで、

目指すべきものができたと思う。 

24. 朝礼で「今日は何の日？」について話をしている。仕事以外のことを伝えることで、楽しんでもらっている。 

25. 主婦の方が多いので、懇親会はお店ではなく、社内の休憩室を使って簡単にできるようにしている。 

 

【課題 15】 職場を“明るく楽しく元気にする”ことを意識した取り組みは？【個人】 

1. シフトの遵守率を詳細に追うことで退職の傾向を掴むことができると考えた。研修期間中は 2 回連続で休むと必ず退職す

るが、それは業務に向いていないと判定できる。また、きちんと出社していた方が急にやめてしまう場合は、余程の事情が

あるので致し方ない。 

2. ツーウェイだけでなく、ワンウェイでも、インフルエンザの推移や予防などの情報発信をしていくことで、相手から声を掛け

てもらえるようになった。 

3. モチベーション向上のため、25 名の OP に対して、小さなことでも声掛けを行っている。3 時間勤務のシフトもあるので、常

にアンテナを張っている。 
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4. 面談は定期的にやっているが、それだけではなく、廊下で会った時や、昼休憩が一緒になった時に、声をかけるようにして

いる。具体的には、Ｙｅｓ・Ｎｏで答えられることではなく、感想や意見を出してもらえるような質問などを投げかける。意識的

に場を設けるのではなく、偶然の機会を利用する。 

5. コミュニケーションは大切にしている。オペレーターで落ち込んでいる様子が分かっても、知らないふりして声を掛けて、話

をしてもらうようにしている。研修担当のため、SV には方針を浸透させなければいけないので、SV との座談会を開き、そ

の際にフィードバックの仕方などを共有している。 

6. どんなに自分が忙しくても、コミュニケーターから声を掛けられたら必ず向き合って話を聞くことは心掛けている。SVに相談

しにくいから、自己で判断し、失敗してしまうことが最もよくない。しかしながら、何でも SV に聞いてきて、言われたとおりの

対応をするようになってしまうと、と本人も成長しなくなる。そのため、本人の経験やこちらの期待も考慮して、言い方を変

えるなど工夫はしている。 

7. 面談で聞きやすい時と聞きにくい時があると言われたことがある。困っているときに声を掛けにくいと思われたらよくないの

で、常に笑顔で接するようにしている。 

8. エスカレーションを受けている時は大変だが、この時こそ笑顔で相談にのれるようにしたい。 

9. 廊下で会った際に声をかけてもらえるような存在なることを意識している。 

10. 共感を示すなど、フラットな感じで接するようにしている。 

11. 出社した人、一人ひとりに毎日、挨拶している。自分がやっていることを見せれば、周囲もやるようになる。 

12. 誕生日にプレゼントを渡している。小テストの際にちょっとしたアンケート欄を設け、誕生日や好きなもの、欲しいものなどを

書いてもらう。自腹だが、負担にならない程度のものをプレゼントしており、喜んでもらっている。 

13. 退職後も連絡を取るようにしている。産休や家族の介護で辞められた方に、近況を聞いたりしている。 

14. ユーモアを交えた研修を意識している。研修以外のこと（その日あった出来事など）を話して、場を和ませる。 

15. 自分から挨拶をする。業務上の話はいつでもできるので、何気ない会話をするようにしている。 

16. 自ら元気になってもらいたいと思っている。自分が会社に必要な人材であることを分かってもらえるように、感謝を伝えるこ

とを意識している。 

17. 目標値などの掲示物が無機質にならないよう、キャラクターを使ったりしている。ミスがあった時に、反省文が標語みたい

になっている場合は、朝礼で唱和して、楽しみながら意識してもらっている。ミスが起きてしまったことは仕方がないので。 

18. 笑顔で挨拶。ちょっとしたことで、声をかけるようにしている。 

19. 仕事・業務だと、やって当たり前と思い、感謝を伝えられないことがある。「○○してくれて、ありがとう」を意識し、きちんと

伝えるようにしている。 

20. コミュニケーションを大事にしているが、相手に興味がないと、どういう言葉をかければ良いのか出てこなくなる。相手に興

味を持って観察している。 

21. 集合研修の機会があれば、全員に一言でも良いので発言してもらうようにしている。チーム制なので、他チームと接する機

会がないので、発言してもらうことで、お互いを知る機会になる。 
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【課題 16】 退職しそうなサインはある？ 

1. 途中離席が多いのは退職サイン。次の仕事を探しているかもしれない。 

2. KPIが達成できないまま１年経過すると、次の年に劇的な変化は望めないので、続けられないということはある。 

3. 派遣社員で更新せずに終了する働き方をする人は多い。 
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（６）顧客満足向上（ＣＳ） 

【課題 1】 お客様から「ありがとう」と言われたのはどのような時？  

1. オーナーからのお問合せの際、経営の不安をぶつけられることも多いが、現状をヒアリングし落ち着いたところで一緒に考

えて、できる事や明日からすることが見えてくるとありがとうと言われる。 

2. 生産性は考えず、お客様の話をじっくり聞こうという取り組みをしている。質問し、共感し、対話・コミュニケーションを深める。

コールセンターは電話を早く切らないといけないと思っているお客様は早く切らなくても良いと感じて、話を聞いてくれてあり

がとうというお声をいただく。 

3. 金融商品は、約款の分かりにくさがあるので、噛み砕いて専門用語を控えて、ご納得いただけたときに｢ありがとう｣がある。 

4. 長時間の電話対応についてもお礼が多い。他社ではそこまで言ってもらえなかったというときにお礼が多い。｢ありがとう｣

を言われるスタッフを表彰しているが、｢ありがとう｣の傾向にそういうところが見える。 

 

【課題 2】 「ありがとう」と言われる応対のために、指導や心構えはどうしている？ 

1. 本人確認の際、手続き上の生年月日確認であっても偶然お誕生日であれば、｢おめでとうございます｣というなど、人と人

の対応を心がける。気配り言葉集を作って、OP に渡している。 

2. 名義変更の際、お客様から結婚したので、子どもが生まれたのでなどの言葉が出れば、｢おめでとうございます｣をすぐ言

えるように。給付金だったら｢お大事になさってください｣など自然に言えることが大切。 

3. プラスアルファの言葉がけを心がけている。発声練習でも実際のシチュエーションで使える言葉での練習をする。 

4. ホームページでもわかることを電話でなぜ聞いてこられるかという視点から、住所変更でもお客様の貴重な時間を使って

電話対応しているということを感じて対応する。 

5. 企業側のルールとして当たり前なことでもお詫びを言う。 

6. 否定型ではなく肯定。～～ではできないではなく、～～でできます。という表現をする。 

7. 品質担当が発声練習を毎月のテーマにそって別室で行う。言わされるのではなく、これを言ったら自分も嬉しいよねという

ような働きかけで月 1回している。 

8. 重大な苦情があったときはメールや勉強会の取組みを行う。 

 

【課題 3】 「お客さまの気持ち」を意識するために応対の評価はどうしている？ 

1. マナー的なところは評価シートを設けてクッション言葉が使えているか使えていないかの評価、ポジティブな表現、言葉、

声のトーンなど。それとは別に「感動品質」ということでお客様にかける言葉として、商品説明時に魅力的に説明できている

か、お客様の言葉に対する気持ちにそった受け止めなど。情緒的なところに対応する部分の両面から評価する。 

2. 目的をもって電話してこられているので、まずはそれにお答えする。間違いなく素早く的確な対応にご満足いただき、追加

提案に力を入れている。事務的になりがちなので、共感しながら声で気持ちを伝えるのが難しい。 

3. 応対についてのアンケートを同封すると１００％近く回答が返ってくる。それを担当者個々に見せるとモチベーションが上が

り、励みになる。 

4. 業務別でランダムにアンケート調査をする、6段階評価。非常に良かった評価は 1 カ月ごとにスタッフを WEBで紹介。獲得

数が多い人は MVP として評価、低評価な人は品質担当から指導。 
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5. サンクスボイス賞を自己申告、モニタリングで提出、ログを確認して選考する。担当者のモチベーションにつながる。新人

には挨拶程度のありがとうでも、採り上げる。全体朝礼でも表彰し、表彰状を掲示、サイトにあげるなど。 

6. モニタリングを外注で実施して、品質担当が結果を取得し、評価下位者を面談。中位上位はリーダーが面談。 

 

【課題 4】 「お客さまの気持ち」を意識する／お客様（ユーザー）目線を身につけるために心掛けていることは？ 

1. 無料サイトにご加入をいただくのに DM をお送りする。初めてのお客様には提案すると受けていただけることが多い。 

2. 担当者に何か聞きたいお客さまは相談、問合せが多く通話が長くなる。親身になって、ひと押しが欲しいお客様に対応す

る担当者は｢ありがとう｣をいただきやすい。マニュアル化も難しい部分がある。 

3. マニュアル通りたんたんと話すとクレームになる。評価シートをつける前に SV 同士の意識合わせとして、1 週間に 1 回点

数をつけるカリブレーションをしてから点数をつける。 

4. 担当者のモチベーションが大事。SVが声かけをしている。 

5. 台本はだいたいの流れ。あとは担当者自身の言葉で伝える。間違った案内をしないのは前提。 

6. 普段使いの言葉でも心から出た言葉だったらそれは良いのではないか。ミーティングなどを通じて評価をする側も意識を

変える必要がある。 

7. 特に良い対応を研修目的として皆に聞いてもらう。どういうところが良かったかなど。良かれと思う取り組みはしているが、

実際のオペレーションに生かされるかはまた別。心情理解を教えるのは難しい。 

8. ｢ありがとう｣という言葉でなくても、満足されたり感謝されている様子があれば評価対象になる。 

9. プラスアルファのトークの取組みが上手くいった例は朝礼でこのような声かけをしたら、このような対話が生まれたというよ

うな共有をしている。他の担当者がどう対応しているかということを気にしている面もあるので共有はスキルアップにも繋が

っている。 

10. お客様のアンケート結果で一番よくなかったものを対応評価の題材にするように変わった。次回お客さまにどうよりそえる

かを考えることが大事。 

11. 対応評価の追加点としてお客様に共感できる言葉があったかなどお客様目線の評価項目がある。 

12. 分かっている情報以外にどのような背景があってお客様が電話されているのか想像して話す。 

13. 言葉遣いを度外視してお客様を友達だと思って考える。 

14. 対応後、気になったところは振り返ってもらう、次回はこうしたらという対応を発見する。 

15. お客様に興味をもつ。細かくオープンクエスチョンで聞いていくとお気持ちが引き出せる研修を受けた。 

16. ケーススタディを作って考えてもらう、顧客への質問をたくさん考えてもらう。 

 

【課題 5】 「お客様に寄り添った」応対、感動を生むオペレーションのためにどのような育成をしている？ 

1. まずはお礼、およびお詫びの徹底と、お客様の話をさえぎることなく、最後まで話を聞くことを徹底。 

2. クライアントの経営理念の落とし込み（研修）と声がけ。 

3. 「質問→共感→回答」の流れで対応し、お客様にタイミング良く共感を伝える。 

4. コミュニケーションを大切に考えた育成。「できるようになったこと」や「長けているところ」を見つけ、褒め伸ばしていく努力を

していくことが重要。 
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5. 先ずはお客さまの話に耳を傾けることを。その後、自分にできることは何かを提案することを指導。 

6. 管理職が担当者に寄り添い、モチベーションの向上・維持を図る。お客様への寄り添いを感じられる応対を聞いてもらうこ

とでイメージを掴む。 

7. 応対品質の全般的な向上と第三者的な視点から、お客様の事前期待を把握して対応できているかに重点を置いて評価。 

8. 自分が相手の立場にたった時、どう感じるか、どのような対応をしてもらったら嬉しいのか、どのような対応をされたら嫌な

気持ちになるのかを考える。 

9. 「受け止めのある応対について考える」研修や「申出に対する言葉がけ」「ホスピタリティ」についてディスカッションを実施。 

10. 商品知識の向上。お客様のお悩みを受け止め提案出来るトークを共有。 

11. 質問の深掘りをしてお客様の思いを引き出し、そのお客様にそったプラスαの情報提供を行う。 

12. 定期的な面談に加え、座談会を行うなどの取り組み。 

13. お客さまの立場にたって考える。モニタリングの検証をし、弱い点を研修時に説明し、特に強化する。 

14. 寄り添いを感じられる応対の共有から展開までを幅広く行えるよう、専用のフォルダを設ける。品質専門の TR を配置、品

質の観点から見た寄り添い方をフィードバック。 

15. 「CSI（顧客満足度指数）」をテーマにしたカリブレーション。 

16. お客さまの生の声（CSIハガキ）を共有、電話をかけてきたお客さまの気持ち（状況）を考える。 

17. CSI向上を目的とした勉強会の開催。 

18. CSI新聞の発行  （CSI高評価者のノウハウ共有や職員カリブ結果をかみ砕いてスタッフに共有する） 。 

19. チームミッションに、「お客様に寄り添った対応」という文言を盛り込み、指標としている。 

20. 自身の応対チェックの為の「応対カード」を作成し、応対中見えるところに掲示、意識づけを行っている。 

21. 耳を傾けるというのはお客様の状況、困っていることを聞く、受け止めること。受け止めた内容が同じでも応対はお客さま

で異なる。「自分だったらどうして欲しいか」を担当者同士で話し合う研修をしている。 

22. 正解はないが「私だったらこうする」ということを OP に考えてもらう時間を設けている。次の電話ではここをこうしてみようと

いう行動につなぐ。 

23. なぜわざわざ電話をかけてくるのかというイメージプロフィールをフィードバックの際に作る。管理職と一緒に具体的にお客

様をイメージしてもらう。 

24. 簡単な想定でロールプレイングする。「お客様からこんな問い合わせが来ました、60 代の孫が大好きなおじいちゃん、優し

そうな方が今度妻と使おうと思って、と言ったらどう表現するか」など。 

25. 良い事例を共有する。同僚がこんなこと考えていたという事例を知ることは、マンツーマンで管理者と研修するより良い。 

26. ソーシャルスタイルを取り入れている。４つのマトリクスでお客様を分類してそのタイプに合わせた応対をする。業務グルー

プによっては、アニメのキャラクターをあてはめて実施している。 

27. 感想を求めても、別に何も思わないという人もいる。どう感じるかという指導をしても響かない人もいる。 

28. 電話で罵倒されても何とも思わず、指導してもルール通りの対応ですからと淡泊に言っていた電話担当者がいた。音源を、

お客様があなたの親御さんだと思って聞いてみてと言って、聞き直す時間を取ったら、改めて聞いて涙を流していた。 
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【課題 6】 お客様に感謝された対応事例は？ 

1. クレームの二次対応の担当が、意地でもお客様に最後までつきあうと言って応対したところ、よく付き合って応対してくれた

ということが伝わり、その後、態度が変わって友達と話しているかのような応対になった。後日、水羊羹が届いた。お礼の

手紙を出して、また手紙が来るなどのやりとりになった。 

2. 過剰要求のお客様に二次三次の継続対応をしていたところ、たまたまそれまでの担当とは別の担当者が対応した。根気

よくダメなことはダメと言い、お客様の気持ちは否定をせず、応対していたところ、暴言がおさまった。実は製品のファンだと

いう発言があり、友人と接しているような応対となった。お客様から「二度と使わないと思っていたけれど、やっぱり使う」と

言われた。なぜそこまで強く言っているのかをよく聞き、根源が分かって共感する対応ができた。特別な言葉ではなく、ただ

受け止めたことから、成功につながった。 

3. 電話する約束をしたが連絡がとれなくて担当が帰ってしまった。「約束したことをしないとはどういうことだ」と言って、かなり

お怒りの連絡があった。やりとりの中で製品のことではなく、お体のことを心配する声かけをし、宅配は電話をしてからお届

けするなどの配慮をした。最終的には「幸せな時間だった」と言われて自分自身もとても嬉しかった。自分の母親が喜ぶだ

ろうと思うことをお客様にできれば良いと思う。 

4. 担当者によっては、娘のことをこぼすお客様に「ひどいお嬢さまですね」と対応している。そんなこと言って心配になったが、

話が弾んでいる。人と人とのおつきあいができている事例である。 

5. WEB サービスでログインする際、パスワードエラーとなってしまったお客様。お急ぎとのことだったがエラーが重なるとログ

インできなくなる。担当者はルール通りに完了したが、その後、そのお客様の様子が気になっていた。エラーの回数が確認

できるシステムで、3 回エラーになったのに気づき、折り返しお電話をして解決した。後日、お客様からお礼の電話があった。

ルール通りに完了していたので、本来はそれで良いのであるが、そのお客様を気にかけていて、お客様が何に困っている

か察知できていたからこその応対であった。 

6. 災害に見舞われたお客様にルール通りの支払い対応のご案内をする際、何もできないけれど、心に痛みがある。自身が

お客様に直接何かをしてあげられないが、その気持ちを社内・上司に伝えた。すると、社内で検討し、お支払いを待つとい

う対応をすることになった。お客様からは家が再建できたらまた買いますという言葉があった。 

7. 息子さんの病気のお話があり、知人も同じ病気で悩んでいたことから親身になって聞くことができた。商品を売ろうとするの

ではなく、合う方合わない方がおられるということを率直に伝えて応対したところ、どの企業の窓口でもこんなに親身な対

応はなかったとお客様が涙を流して喜んでくれた。 

 

【課題 7】 お客様の声（VOC）はどのようにして活かしている？ 

1. 顧客の応対アンケートの反響をまとめて、褒められている内容の冊子を年間で作る。朝礼で発表したり、MVPを表彰する。 

2. アンケートは返してくださらない方よりは、良いコメントでなくても返してくださるお客様の方が購入頻度や金額が高いといっ

た優良顧客であることが分かった。良いコメントは担当者にフィードバックする。表彰もしている。 

3. 契約先が常駐しているのでリアルタイムでも伝えられる。月間リポートで還元もしている。 

4. アンケートの返信を SVが作成して配信、「いいね」ボタンもある。 

5. 製品のご指摘は、翌日に関連部門にメールで配信。月 1 回のリポート以外にカテゴリーごとに分析グループ 10 名が全案

件にフラグをたてる。最近増えたご指摘、ご要望を会議の中で提案する。 
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6. 社長の前でアイデアプレゼンもある。 

7. 工場ではお客様の声を聴く会がある。良いお客様の声もそうでない声も現場の方が聞いてくれる。 

8. ネガティブなものは配信して、担当部署からコメントを入れてもらう。 

 

【課題 8】 クレームについてはどのように活用している？ 

1. クレーム応対の内容共有はしていない。クレームは、エスカレ先の部署も別にあるので、自部署では取り扱わない。 

2. ミスクレーム集を取りまとめ研修したことがあり、「気づいてよかった」と CSRから好評だった。 

3. クレームはメールで全社員が共有している。至急の場合は、CSRから発信することもある。 

4. クレームコールを聞いてどのような傾向があるか分析している。 

5. クレーム電話は、問題点発見、解決につなげていくことができる。ぜひ有効活用を考えてみて欲しい。 
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（７）アウトバウンド 

【課題 1】 アウトバウンドに向いている人、向いていない人の見極めはどうしている？  

1. 数字をあまり伝えていないが、突然、相手に電話をかけることに抵抗がないかどうかで最低限はクリアしている。 

2. なぜ成果を出せないか聞いた時に、「分からない」と答えるような人は難しい。考えられるかどうかが重要だと思う。インバ

ウンドより会話に変化があるので、戦略を考え、想像力のある人が向いていると思う。 

3. インバウンドと異なり、アウトバウンドは会話の主導権を握れるので、戦略を考えることを楽しめることが重要。 

4. インバウンドの方が業務量や知識量が多いと思う。アウトバウンドで成果が出せなかったからといって、インバウンドに異

動したら、もっと合わなかったというケースもある。成果が出せない理由を見極める必要があると思う。 

5. 面接のときのアウトバウンドを選んだ理由を聞いている。また、獲得することの喜びも聞く。ドキドキして何を言えば良いの

か分からなくなってしまうような人は、採用しないようにしている。 

6. お断り理由を選択肢で用意しておくと統計が取れるようになる。その理由を分析すると、その人の弱みが把握できる。例え

ば、金額を理由に断られていることが多ければ、金額に関するアプローチや切り返しが弱いと考えられる。 

7. アウトバウンドチームを結成する際に、各部門・担当から選抜を行った。その際、アウトバウンドコールでは、自分を表現す

ることが必要だと思い、話好きで感情豊かで、お客様に共感できる方を選んだ。また、現在、お客様の特性から、その方と

相性の良いテレコミュニケーターを担当させることができないかと考えている。 

8. まずは、アウトバウンド業務の求人を出すので、それに応募してきた方が前提となる。アウトバウンドはポジティブ志向の

方が向いていると思う。お客様にとっては迷惑な電話と思われるケースが多いので、何を言われてもへこまない方、切り替

えられるポジティブさが必要。 

9. アメリカのセンターを視察した際、成果を上げるには、１００件ダメでも１０１件目をかけられるかどうかにかかっていると言

っていた。アメリカでも結局は気持ちの面が重要なんだと改めて認識した。 

10. テレコミュニケーターの仕事は、SV や品質管理担当、トレーナーなどから指導を受ける機会が多々あるので、それを素直

に聞ける方であれば、あまり向き不向きはないと思う。あとは辛い場面もあるので、周りがどれだけフォローができるかに

かかっている。また、インバウンドとアウトバウンドでは時給が異なるので、高い方を選んでアウトバウンドにつくこともある。 

11. 稼いでやろうという気持ちがある人は、成績がはっきり出る業務なので、向いているかもしれない。 

12. モチベーションアップのために、営業支援業務なので、営業担当者から熱い思いやテレコミュニケーターへの感謝の気持

ちを語ってもらうことをしている。 

13. インバウンドと異なり、アウトバウンドは皆で５０分仕事して１０分休憩というスケジュールで、集団で行動できる。仕事であ

れだけ話しているのに、休憩時でもたくさん話している。それが、ガス抜きになっており、また、その連帯感があるから仕事

を続けられるという意見もあった。アウトバウンド業務は、コミュニケーションを取り、皆とワイワイ楽しくやれる方でないと難

しいと思う。 

14. チームワークが取れる人が向いていると思う。面接の時に、「一人で食事をとりたいですか？」と聞いてみて、「一人のほう

が良い」と言う方は、インバウンドに回ってもらうなどしている。前職で営業をしていた方は、一人で外回りをし、一人で休

憩・食事をとっているので、単独で黙々と仕事を行い、成果を上げていくのだが、徐々にチームワークのコールセンターと

いう仕事に違和感を持つ方がおり、周りから浮いてしまう方もいる。 

15. 「モノを売った」や「アポイントを取れた」ということに、素直に嬉しいと思う方は採用するようにしている。 
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16. 話すことが好きでなくても、素直に話を聞くことができる人であれば良いと思う。 

17. インバウンドは知識が広いので理系というか計算できる人が向いている気がする。アウトバウンドは文系で自分の表現が

できる人、意見が言える人、想像力のある人が向いているように思う。  

18. アウトバウンドは目標がひとつなので、限られた内容を頭に入れておけば難しくないが、お客様の拒絶があるので、インバ

ウンド業務の方が人気ある。インの方が難しく研修期間も長いが、何が入ってくるかわからないワクワク感がある。  

19. イン、アウト両方できるのが理想。アウトのスタッフが、インのスタッフ同様に対応力も広いというのが理想。アウトバウンド

業務の不安の払しょくは研修にあると思う。 

 

【課題 2】 アウトバウンド業務は若手が向かないの？ 

1. アウトバウンドは、相手の都合も知らず、突然電話をかけるので、当然、下手になって会話をはじめなければならないとこ

ろはある。そうなると、ある程度人生経験を積んだ人の方が、対応できるのではないか。 

2. BtoCは年配、BtoBは若手の方が向いていると思う。年配の方は話が上手なだけに、会話が続いてくると徐々に馴れ馴れ

しくなってしまう場合があり、ビジネスライクではなくなるので、相手に不快感を与えてしまうことがあるような気がする。 

3. BtoBの場合、若手の方が、受付応対者に好印象を持たれる傾向がある。以前、あるジョブにおいては、若手と年配での成

果に著しい差が出たことがあった。そのため、20・30 代の方は BtoB を行ってもらうようにしている。逆に BtoC は年配の方

が良いと思う。特にお年寄りなどは高い声よりは、落ち着いた低い声の方が聞き取りやすく、安心するようである。 

4. 企業の受付応対者は若い方が多いので、同年代の方の声の印象の方が良いということがあるのかもしれない。成果を上

げている年配の方が BtoB 業務を行った際、相手に拒絶反応が出ているのに、会話を続けているケースがあった。年配だ

と押しの強い印象があるのだろうか。 

5. 年齢では考えたことはなかったが、声が高いと説得力がない印象を持たれやすいので、トーンを落として発声するように指

導している。 

 

【課題 3】 新人教育にどれくらいの時間をかけている？ 

1. 新人は最初の 1 週間は側について安心させる。また、ベテランとベテランの間の席についてもらい、隣のベテランからフォ

ローしてもらうようにする。 

2. デビューまではあまり時間をかけていない。3 日くらい。簡単なアンケート系の業務から始め、馴れてきたら獲得系の業務

を行ってもらう。社内で最も簡単なコール業務を定めていて、まずは実際に電話をかけて、やってもらうことが第一だと思う。 

3. 簡単な業務から始めてもらう。最初は毎回モニタリングをし、1 件 1 件フィードバックしていく。実際の電話をかけないと、そ

の人の癖、取り組み方などを知ることはできない。初期教育も 8 時間くらいのプログラムがあり、アウトバウンドに特化して

いるわけではなく、コールセンターでの働く上で必要な内容を行っている。敬語に不安がありそうな方などは、別に研修を

受けてもらう。 

 

【課題 4】 “獲得できる”のはどのような人？また、”獲得できる”ようになるための育成はどうしている？ 

1. 聞ける人、商品をなぜやめたのかなど質問の仕方が上手。お客様のことを考えている人。 

2. お客様とコミュニケーションできる人、しっかりお話しが聞け、お客様から親身になってくれていると思ってもらえる人。 
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3. 質問し、返ってきた答えに共感できることが、売り上げにつながって行く。 

4. 傾聴ゲーム：聞き手が相手に話しやすいように質問する、答えを覚えるというルール。時間を決めて終了したら、話し手が

聞き手に質問する。話したことがちゃんと聞けて覚えていて答えられれば 2人で握手をして終了。交代で行う。 

5. お客様に興味をもってペルソナをとりいれた応対をする。あらかじめ作りこんだお客様像に基づいて質問をする。効果的な

質問を集めて、質問精度を高める。 

6. お客様のことを真剣に考えるプロセスが大切。 

7. 仮想商品の販売をする研修。表現、プレゼンテーション力を磨く。 

 

【課題 5】 アウトバウンド業務の評価基準は？ 

1. 基本の応対品質に加え、お客様の情報を聞き出して不安を解決しているか・KPI・勤怠の 4ジャンル。 

2. 音声ピックアップは「スタッフおすすめ」のものにする。自分自身がいいと思っていても本当に良いかどうかの考え方のずれ

を合わせることができる。 

3. 時間効率・勤怠を評価。 

4. 今日はだれが一番輝いていたかという別の切り口の評価も用意。 

 

【課題 6】 テレコミュニケーターへの声掛けはどうしている？ 

1. 日々のコミュニケーションを大切にしている。業務のことだけだと、仕事だけかと思われてしまうので、服装・髪形など仕事

以外のことで声をかけている。 

2. 時間当たりの件数などがボード（モニター）に表示されるので、その値を見た上で、休憩時間に声をかけている。あまり、数

字には触れずに仕事以外のことを話すようにしている。アウトバウンドは獲得が前提ではあるが、ノルマではなく目標とい

うことを強調することで、プレッシャーにならないよう気をつけている。個人よりもチームでの達成を意識するようにしている。 

3. 仲の良いグループを把握しているので、一人が調子悪い時は、仲間のもう一人に頑張ってもらうようお願いする。 

4. 男性のオペレーターには、仕事以外の話（雑談）をするよりは、数字を見せた方がモチベーションアップにつながる。 

5. 女性のオペレーターは年齢が高い方が多いせいか、形式的には数字を見せることはあるが、高ければ喜び、低ければ落

ち込むというような感じは見受けられない。それよりも、オペレーション中に「今の会話、良かったね」と、すかさず褒めるこ

とがモチベーションに繋がる。 

6. ＴＣには「女優になろう」と言っている。アウトバウンドは楽しくやることが大事。辛い電話になってしまった時は、自分の経験

談を話すことで共感し、フォローしている。獲得できたときは、みんなの前で褒めるようにする。また、多く獲得できた人がい

た場合は、「今日は多く獲得できた人がいる」とあえて名前を伏せて言ってみると、チーム内で誰？と興味を持たれ、獲得

できた方も周囲から感心されている。 

 

【課題 7】 アウトバウンド心構え、気持ちの持っていき方はどうしている？ 

1. 後ろめたさ、迷惑、押しつけていると思うと声が暗くなるので、毎朝朝礼で商品の良さを伝える。 朝礼 5 分くらいのうち、2

～5分で伝える。  

2. 発信に抵抗のある地域がある。朝礼で冗談を言って笑わせて気持ちをほぐす。  
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3. 県民性の説明をしたりする。  

4. 地域によっては丁寧な話し方が事務的だと言われ、丁寧なだけが全てではないと感じる。ある程度フランクに話すと結果

が良い場合もある。ルールどおりではない対応も必要かもしれない。  

5. 慇懃無礼な感じにならないよう、お客様にあわせてお客様より少し丁寧に話す。必要以上に丁寧に話さない。 

6. 料金変更に関する連絡で、あるお客様からご意見・ご指摘をいただいたからといって、別のお客様からも同じことを言われ

るのではないかと思って発信するのではなく、お客様からのご意見と料金変更の伝達事項を切り分けて考えるように教え

ている。料金変更の事実に対して必要以上にへりくだる必要はないし、びくびくしてかけるとクレーム発生率が多くなる。会

社の仕組みで止むを得ないことをテレコミュニケーターが負担を感じないようサポートする。 

 

【課題 8】 結果を出せていないテレコミュニケーターの指導はどうしている？ 

1. モニタリングなどで良い点が必ずあると思うので、たくさんピックアップしておく。面談で相手の状況を聞いた上で、用意した

良い点をたくさん伝えて、ここが伸ばせると伝える。その上で、改善点を話すようにする。指導するというよりは、一緒に考

えるというスタンスを取っている。 

2. ＴＣは長く勤めているので、成績の上中下がだいたい決まっている。結果が出せない方の中には、話が上手な人にはかな

わないと思ってしまったり、上手な方の真似をしたりする。ただし、スクリプトを着実に話すことの方が、むしろ成約につなが

ると伝えている。3 ヶ月くらい経過すると、話が上手な方はアレンジして最後の方は会話が変になってしまうケースもある。

スクリプト通りにやることが、成績向上の近道であり、良いことだと伝えている。それで成績が上がらなければ、スクリプトに

問題があると思う。 

3. 成績優秀者の会話をモニタリングして、現在のスクリプトと何が異なるかを分析する。アレンジの良否を把握した上で、スク

リプトを更新した上で、皆に使ってもらうようにしている。成果が出ればモチベーションも必然的に上がってくる。 

4. サイドバイサイドで、優秀者の会話を聞いてもらうようにする。その後、交代して優秀者が聞いて、アドバイスをしてもらうよ

うにしている。 

5. テレコミュニケーター同士のグループディスカッションも有効。SV は管理者で実際に応対するわけではないので、見本がで

きないこともある。むしろテレコミュニケーター同士で討議する方が色々なテクニックが出てくる。 

6. 楽しみながらアウトバウンドをさせることを意識している。また、上手くいかなかった案件も引きずらないように上手に忘れ

られるような工夫もしている。例えば、コール終了後、全く違う話をしたり、難しいお客様だったことを共感したりしている。 

7. 皆同じスクリプトだが、音声への言葉の乗せ方で、苦情を切り抜けられる人とそうでない人がいる。顧客が文句を言いたく

なるような話し方にならないトレーニングをする。  

8. モニタリングしていると、つっこまれるのはマイナス表現をしてしまいがちな人。プラス表現を書いて目に見えるところに貼っ

ておく。見えていることが効果的。 

9. 高いね。と言われて高いですよねーと言う寄り添いも大事だと伝える。 
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【課題 9】 モチベーション向上のためにどうしている？ 

1. 順位を出す月と出さない月がある。クライアントのキャンペーン期間だけ公開し、日頃は見たい人が見られる状態にしてい

る。キャンペーン中のスキルが維持されると良いが、やはりキャンペーン後は、モチベーションが下がる。 

2. デイリーで進捗を掲示、個人ではなく全体。個人は公開せずに個人に数字を渡す。 

3. 個人の数字を毎日公開。スタッフから特に不満は出ていないので継続する。成績上位者は公開順位を見ながら、具体的

に「あと１件」というようなモチベーション維持につながる。 

4. 平均数字を明示している。自分との差を知って奮起につながる人とそうでない人がいる。 

5. 面談の中であなたの成績だとライバルはこの人、というように身近な部分で向上させる。チーム運営もしているのでチーム

の中でライバル設定をする。数字をみても良くわからないけれど、特定の個人と比較するとわかりやすいスタッフが多い。 

6. 同期の人に負けないようにという気持ちはある。 

7. SV とランチとか、褒賞企画をしている。特定の人ばかりの褒賞にならないよう、対象の広い評価基準を作ったり、手作りの

表彰状を手書きで作ったりする。時間をかけた手作り手書きの表彰は喜ばれる。 

8. キャンペーン３ケ月の期間内に、２週間スタートダッシュ、ポイント２倍期間を設けるなどめりはりをつけ、途中で手作りの賞

状を出すことや、ある特定の日、頑張った人にサプライズでブースにプレゼントを置くなどしている。最後の１週間は成績を

公開せずに結果を待つなどロングランのキャンペーンが盛り上がるよう「ストーリーをつくる」。お菓子がもらえるゲームをし

たり、くじびきをしたり、商品はスタッフが家庭の不用品を持ち寄ったりバザー感覚で費用をかけず工夫している。 

9. 支店長が、先月より数値があがった業務について奨励金を出してくれるのを貯めて、お菓子を買うなどしてスタッフが喜ん

でくれる。業務の増減があり、仕事がなくなる可能性の不安がスタッフにある。成果を上げることが仕事の維持につながる

ということを伝えている。スタッフが４０～６０代中心で、ダブルワークで家計を支えている人も複数いて頑張らなくてはいけ

ないという気持ちが強い。頑張る人がいると周囲も良い影響がある。 

10. ES 向上研修をしている。特定曜日の閑散時間に政治経済国際情勢、歴史をメインに社内担当者が講義をする。一般教養、

ニュースで社会人として知っておかなければならない内容を、時給をもらって研修として受けられ、成長しているという実感

があるらしく、スタッフの意見もポジティブなので継続している。先日は社長も講師参加してくれた。 

11. 遅刻早退がなければポイントを１．５倍にするなど、成果に勤怠も織り込むと、防げる部分もある。 

12. チーム制に移行している。1年経過してチーム内でのノウハウシェアなど協力がはじまっている。 

13. チーム制で勤怠の管理から全てが 20人単位で行われている。 

14. 成績の良い人とお食事会、飲みに行くなどは定期的に実施。参加率は良い。 

15. 時間外コミュニケーションについては、ランチの声をかける。嫌がる人は無理に誘わない。 

16. 年 2回休憩時間とはまた別に 1時間、社内で交流会実施。別業務の人もまじえて話し合う。 

17. 契約先主催で年 2回、昼夜の部をもうけて交流会を実施。契約先が社内でおもてなしをしてくれる。 

18. CSウィークは仮装、ありがとうシール、ビンゴや輪投げ、抽選など実施。 

19. 電話対応そのものに勇気がいる人も含め全体でがんばろう、という雰囲気を出す。朝礼時にやる気の一言を毎朝言う。  

20. やる気を出すために、コール集計を表彰する。  

21. 受注目標件数を獲得したらガラガラ抽選やダーツのゲームをする。 

22. ありがとう券 5枚で魚釣りゲーム。フリーマーケット風に持ち寄ったものを貰えるなど。 
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23. お誕生日にいつでも使える 10分休憩券を出す。 

24. 受注獲得すると、両隣にもお菓子をおすそわけ。貰ったら返さないといけないと思い、隣も終業までに受注しようと頑張るよ

うになる。 

25. 契約先負担で旅行がある。 

26. 受注すると投票券がもらえて欲しいお菓子に投票できる。 

 

【課題 10】 インセンティブ制度はどうしている？ 

1. より納得感のあるインセンティブ制度として、利益率×利益額のポイント制とした。また、インセンティブ単価を翌月の稼働

時間にかけた金額がもらえるため、成約率の高い従業者に長時間勤務者が増えている。利益率意識も出た。 

2. ランキングは 1週間ごとに、社内周知システムのランキングページに掲載。上位 2割に、インセンティブがつくので、各自よ

く確認している。 

3. リアルタイムに成約をほめてホワイトボードに反映する。とれた人をほめれば、皆が意識する。 

4. インセンティブは、評価ではなくお楽しみという位置づけ。 

5. 平均値を提示、自分がそれより上か下かを把握してもらい、インセンティブ 3段階を当人だけに告知。 

 

【課題 11】 ランキングや表彰はどうしている？ 

1. 20名のうち上位 10名はランキングを見せて張り出している。上位 5名は写真も掲載している。 

2. 80名を全員張り出し、各自でリボンをつけたりする。翌月の目標件数も SVと話し合って進捗を管理している。アウトバウン

ドだから成果が出ないといけない。 

3. 成約をホワイトボードに各自貼りに行って、SVがほめる。 

4. イベントの時だけ上位 8名を発表して表彰。副賞をお金やお米など変えてはいるが、マンネリ化し、盛り上がりが足りない。 

5. 商品が目標発送数に達したら、ひとつ商品がもらえるなどしている。 

6. ありがとう件数や、保留時間短縮などのコンテストを 3 か月に 1 回実施。盛り上がった商品は社員証のストラップ、イタリア

製の革製のものにした。ステータス感があり好評。 

7. 登用によりストラップを変えるのは嬉しいようだ。成果により、休憩に行ける権利、10分とか 15分の休憩時間延長、逆に上

位だけは休憩時間 1時間 15分のところ、1時間に短縮できるなどの権利がある。 

8. インセンティブは出さない。月毎に出していた成績もやめ、本人の業務集計票の授受の時に声がけをする。スタッフの言い

たいことを聞く。スタッフからも今日はできなかったが明日頑張るなどの声をもらう。 

 

【課題 12】 スクリプトの工夫はどうしている？ 

1. センター全体での向上を目指してスクリプトライティングの勉強をしている。なるべくお客様に口を開いてもらう台本、話し言

葉での台本をこころがけている。モチベーション向上のために、セールス成績の良いスタッフに書いてもらうこともある。台

本の設計図にあわせて、成績の良いスタッフに部分作成してもらい、獲得できたログを集めて分析しキラートークをスクリ

プトに盛り込むなどしている。 
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2. スクリプトは口語体で、担当者に作らせている。新人のときからトップスキルの人の台本を使用して、台本がしみこむように

している。強引すぎないよう、モニタリングをしながらクレーム防止をはかる。同じトークをしても成績に差が出てくるのは

「間」の問題ではないかと考えて、台本に記号で「間」を記述する工夫も行っている。 

3. 長いスクリプトはお客様が聞いてくれないという声があり、箇条書きにしたら、これでは話せないというスタッフもいてもあっ

て、個別にアドバイスをしたりしている。 

4. 顧客属性が不明だと長く話す必要があるので、できるだけ導入の部分で顧客タイプ別にわけている。全て説明する必要も

ないお客様もいるので、お客様に合わせて説明している。お客様が何に興味を持たれているかを話題に、いくつか質問し

てからプレゼンテーションをしている。質問が多くても話が止まるので、調整しながら進めている。 

 

【課題 13】 顧客との良好な関係のために指導はどうしている？ 

1. お客様の感情の読み取りが難しいので、判断しやすいように、かける相手のお客様の立場になって考える指導をする。例

えば携帯電話でのアップセルの場合は対話を簡潔にしている。  

2. 発信の際にまずメリットを言って、お時間よろしいですかと言う。折り返しにしても良い。 

3. スクリプトをあらかじめ管理職がテストコールして、だいたい何分と言ってとスタッフに伝える。  

4. 3分と言って対話が自然に伸びるのはかまわない。 

5. 目的を言って 3分の了承をもらえなかったら、そもそもニーズがないか、目的が伝わっていないのではという指導をする。  

6. お客様から家族の結婚という言葉が出ている場合で、「さようでございますか」ではなくて「おめでとうございます」と言える

ようにしたいと思って研修を画策中。  

7. スタッフが自主的に、プラスワンの言葉を使うのを広めていく。  

8. ｢認める｣「褒める」｢肯定する｣｢賛同する｣を心掛けている。頭文字をとって｢みほこさん｣としている。 

 

【課題 14】 品質向上のためにどのようなことをしている？ 

1. ロープレを管理職とお客様役、スタッフ役交代で実施。管理職側は断るお客様役や、断られても何度も提案するオペレー

ター役をする。  

2. 声の質を読み取って、声が暗い方は怒っている、早口の方は急いでいるなど仮説に基づいてメリットの言い方の使い分け

をする指導をしている。業務知識研修のあと、ロープレの中に盛り込む。  

3. 研修チームが別にあって表現や音声はトレーナーが実施している。  

4. 計画的なブラッシュアップ研修を実施し、その後オペレーションの変化を良い点、もう少しがんばる点等フィードバックする

ことを定期的に実施している。  

5. 毎朝発声練習と朝礼のあと、切り返しの言葉の練習などを 5 分程度実施する。 断られて黙ってしまうのではなく、自然に

受け止める言葉が出るようにする。 

6. 品質管理の担当が、音声を本人と一緒に聞いて、本人が気付かない癖などの面談を月に 1 回実施。音声を聞くことでベテ

ランにも改めて気づきがある。 

 

 



 

81 

【課題 15】 コンタクトが取れて、お客様と会話ができる時間帯などはある？ 

1. 主婦を対象とした化粧品などは、12 時くらいのコンタクト受注率が極端に低いので、その時間帯は他の業務についてもら

ったりしている。また、地域性も考慮しなければならない。そうすれば、単純にコンタクト拒否率は下げられると思う。 

2. 在宅時間のヒアリングは、早い時間帯から聞くようにしている。どうしても、自身が営業時間の最後まで勤務しており、つな

がる可能性も高まることから、遅い時間帯にしてしまいがちだが、そうすると、その時間帯に集中してしまうことになる。 

3. 自社センターでは地域ではなく、年齢でセレクションするようにしている。65歳以上は昼の時間帯など。 

4. 地域性は非常に大きい。東北は人当たりが良い人が多いようで、TC には人気がある地域。関西・北陸圏は人気がないよ

うである。人気のない地域が続いている場合は、他の地域のリストを入れるようにしている。TC にとって、単調な状況（飽

きてしまう）が続くことは良くないと思っているので、法人対象から個人対象のアウトバウンドに変えたり、２つある場合は自

身で選んでもらったりすることもある。中には、混乱してしまうので、同じことだけをしたいという方もいるが。 

5. 時間帯によっては、どこの地域にかけてもつながらないこともある。獲得して欲しいとは思うものの、難しいことは認識し、

それも伝えている。その中で何ができるかを考えるようにする。キーマンの在宅時間だけは聞くようにするなど。つながらな

い、獲得できないことでモチベーションも低下してくるが、今の時間に行っていることが、獲得の下地になっていることを理

解してもらうようにしている。 

6. 繋がらない時間帯は、サイドバイサイド、TC も含めたミーティングなどを行っている。雨が降ると在宅の可能性が高いので、

その地域を調べて、電話をかけたりもする。セレクションは非常に重要。コンタクトが落ちれば、必ず成約は落ちる。 

7. 週中は、若い女性で仕事がお休みのケースが多いので、セレクションして、かけるようにしている。また、若い男性は営業

で外回りの方も多いので、昼の 3～4時くらいの休憩している傾向が多いので、携帯電話にかけるようにしている。 

8. フリーダイヤルは着信拒否されやすいと思う。そのため、フリーダイヤルは使わず、発信専用の番号であることをアナウン

スする。アナウンスの手間はあるが、フリーダイヤルを用いるよりは拒否率が低いと思われる。 

 

【課題 16】 最初に電話に出る受付応対者からターゲットにつないでもらうために、どうしている？ 

1. 男性の訪問営業が何度行っても断られるが、コールセンターの女性がかけると、あっさりとアポイントが取れることがあり、

営業担当者から感謝をされることはある。飛び込み営業よりは効率的なのかもしれないが、ターゲットにつないでもらうま

でには苦労する。 

2. テレコミュニケーターのセンスによるところが大きいとは思う。受付応対者では分からない、判断できない内容を言うと、す

ぐには断られない。またはターゲットにつないでもらえることも。 

3. 営業はお断りと言われれば、営業ではないと言うことも示せなければならない。 

4. 日本人の特性かは分からないが、「他の会社が興味を持っていますよ」と言うと繋いでもらえることも。受付の応対者では

なく、その後ろにいるターゲットが分かる・判断することであり、「あなたが断って良いのですか」と思ってもらえることが重要。 

5. 担当者とのつながりを示せることも必要だと思う。展示会で会った、名刺交換をしたなど。 

6. 次回のキーパーソンの名前を聞いておく。経理部長よりは、経理部長の●●様と言えた方が、繋いでもらえる。 

  



 

82 

（８）メール対応 

【課題 1】 メール対応の研修やスタッフの育成方法はどうしている？  

1. 閑散期にテストメールを書いて共有、長所欠点の話し合い。 

2. 電話録音をメールに置き換えて、声のトーンを想像する研修を実施。 

3. 電話業務から開始、業務知識を得た上で、文章の上手な方を登用。1 ケ月は過去のメールとテンプレートを読み込み。こ

の時期をおろそかにすると、品質向上に影響する。 

4. 固定の研修はないが、先輩を隣に配置、テンプレート作成から開始。 

5. 文章が苦手な方は個別指導。 

6. お客様の意図が早く理解できるような読み取りの力、回答が一方的な主張にならないようにすることが必要。  

7. 正確性を意識。9 割程度がテンプレート。ミスはチェックして指導。残りの 1 割の対応に育成が必要。 SV が作成内容を見

て、作成させ、修正アドバイスをするやり方。 

8. 採用から独り立ちするまでに、だいたい 4－5 ケ月を費やしている。メールの意図の汲み取り方は実際のメールと顧客から

のアンケート評価・コメントデータを研修にも使用。かなり悪い、悪いは、最優先でフィードバックしているが、本来どのよう

な内容が正しいかを研修で実施。 

9. 研修内容はタイピング、文章作成力。10分で作成できると思われる文章課題の入力、文章の穴あき問題を埋めるなど。 

10. 研修は不定期に実施。外部研修を全員参加で実施。メールのシステムは、内容承認を得て送信するようになっている。承

認する担当としても疑問がある部分を研修で解消。 

11. 研修は基本の認識が一致できるので良い。お客様からの御礼のメールはテンプレにあてはまらない素朴なメールが対象

だったりするので、人間味のある内容も良いかと思う。最初のスタンスは人間味のある内容のはずだったが、量に追われ

て変化してしまったので見直したい。 

12. お客様に返す文章にアンケートを実施しフィードバックしたことがあり、良かった。アンケートの返送率は高かった。お客様

によって感じ方が全く違うことがわかった。 

13. 先輩が教えている。初期研修と呼べるようなものがなく、1対 1で教える状況。 

14. メール担当と文章担当がいる。文章力の向上研修をしている。長い文章をまとめる、柔らかい表現をする等の研修を先日

実施したばかり。担当者のモチベーションはあがった。 

15. 社内実施のコピーライター研修で印象に残っているのは、新聞広告について文章を書くというもの。 

16. お客様の御礼のメールをフィードバックしてほめる。日報に仕事以外のことも書いてもらって、人を良く知った上でコミュニ

ケーションをとって育成する。 

17. 相手に対して信頼している、期待していることを伝えるのがポイント。指導は間違いさがしではない。 

18. 対応を間違えた場合でも、間違っているとは言わない。「お客様にもう少し良かったと思われるようにするには？」と考えて

もらい、「こういう対応もあるんだね」と認めて、「お客様のお気持ちはこうかもしれないから次回はこういう視点も入れて作

ってみては」と提案すると受入れやすいように思う。 

19. 初期研修としてメール研修を全員受ける。２日間。読み取りポイントなど。同じメールを他の人がどのように回答するかなど

の比較で自分のスキルを理解するなど。その後は OJT、モニタリング。 

20. 機械的な敬語は使わないようにしている。｢です・ます｣のみでいいという程度でとめる。 
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21. 担当部署からの回答はそのまま貼る。 

22. メール研修２日間の後、経験者の横につけて簡単なものから作成、１カ月くらい。テンプレートで返せそうなスキルレベル

から、２段階、３段階とあがっていく。 

23. 今までにあった問合せのテンプレートで返せる内容が基本。次に自分の言葉を加えるもの。次が全部自分で書く。 

24. １カ月ごとのモニタリング、定期的評価。給与も変動していく。                                                                                                          

25. 勉強会では、ワークとして課題として挙げられたメールに対して、みんなが返信メールを書いて共有する。 

26. スタッフが作ったメール事例集で視野を広げる。 

 

【課題 2】 メール対応における日々の指導やモニタリングはどうしている？ 

1. 不備やミスは次の日にあがってきて指導をする。確認すれば間違わなかったことはしばらく隣の担当にチェックしてもらう。 

2. 件数より品質を重視している。 

3. 日報を書いてもらっている。担当は兼任。目標と現在の状況を月 1 回フィードバック。生産性の状況を貼り出し自分の位置

を確認してもらう。 

4. モニタリングは２ケ月に 1 回くらい。スタッフ自身で自信のないメールは、SV がエスカレーションを画面上で実施。SV がチ

ェックをする。 

5. 評価制度の中で自分自身の点数が毎日確認できる。SV のアドバイスも入っている。個人面談、指導もある。 

6. 半年たつと、同僚同士でチェックしてから SVがノーチェックで送付。音読をして、周囲の人からチェックをもらうこともある。 

7. ここがおかしいというものを１回戻して考えさせる、できなければ、SVが指導。 

8. 他の人が対応すると、文面が違ってくることがあり、業務上１回で終わらない対応が多いので新人は一通り全部やってもら

うことにしている。 

9. 「私はこう思ったけれど、どう思うか？」周囲の人に意見・考えを聞くと良いと、指導時にアドバイスしている。 

 

【課題 3】 メール対応の評価はどうしている？どのようなことを評価項目にしている？ 

1. テンプレートで対応可能なものは、時間短縮など効率化を追求できると思うが、テンプレートに当てはまらないお問い合わ

せについては、評価の対象外とするようにしている。時間を意識するとお客さまの真意をつかめなくなり、お問い合わせし

てくれたお客様が離れてしまうと思う。場合によってはＳＶが対応することも必要。そのＳＶの対応から学ぶことで、コミュニ

ケーターの知識・経験が積まれ、自身でも対応できるようになると思う。結果、それが効率化につながると考えている。 

2. 評価は文章が正しいか、コミュニケーションが取れているかなど、お客様対応の状況を測定することもあるが、コミュニケー

ター自身にとって、良い評価をされることでモチベーション向上や改善意欲にもつながる。 

3. 書くスキルと共感スキル。書くスキルは、言葉遣いが正しいか、分りやすい文章かなど。共感スキルはお客様の文章を読

みとれて、それに対する言葉を添えられているか。評価は共感スキルの方を重視している。送信前のメールチェックはクオ

リティコントローラーではなく、現場を見ているＳＶが行っている。 

4. メールだけでなく、電話・ＦＡＸ・ハガキなど色々なチャネルでお問い合わせや注文がある。そのため、情報を一元化してお

く。まだ、電話よりメールの方が数は少ないので、お客様からのお礼のコメントがあれば、コミュニケーターには記録してお

くように伝えている。それを集計して、月間で表彰している。 
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5. 共感スキルは、 前に問い合わせや注文があった方に対しては、履歴を踏まえた回答をしているか。また、「子供が小学校

に入学するため、入学祝をする」という文章があれば、「おめでとうございます。楽しみですね。」といった返答ができるか。

本来の目的であるお問い合わせや注文だけでなく、お客様の何気ないコメント・気持ちに対するコメントができるかどうかを

見ている。 

6. 基本的には、メールも電話も誰でもできるようにし、敢えてメールだけ評価を変えることもないという考えで進めている。 

7. メールでの対応においては、分りやすさを重視しているので、1回で完結しなくても良しとしている。 

8. 電話とメールの評価は根本的なものは同じだと思うが、基準は異なるとは思う。ゼロから評価制度を作っていくのであれば、

電話での評価をもとにしていき、精査していくのが良いと思う。電話と全く違ったものにしようとすると、会社の理念・方針と

異なってしまうこともあると思う。 

 

【課題 4】 メール応対にテンプレートは用意している？ 

1. 150 くらいのテンプレートを用意している。カテゴリーがあるので、選び出すことは困難ではない。 

2. お客様からの問い合わせを見て、システムによりテンプレートを選べるようになっている。 

3. 現在はＰＣのメールだけでなく、携帯電話やスマートフォンのメールもあり、機器の違いにより文字数やレイアウト、言葉の

選び方が変わってくる。そのため、ひとつの対応に 2 種類のテンプレートを用意することになり、結果、テンプレートが増え

てきてしまっている。 

4. テンプレートは数を少なく、FAQ を増やす方針。基本のテンプレ、商品交換の際の送り先テンプレなど、スタッフが選び、お

客様にあわせてアレンジし、そのまま貼り付けるのが仕事ではないという考え方。あてはまるテンプレを探すより、電話と

同じように考える。 

5. テンプレート中心の業務。問い合わせにあわせてテンプレを探して、少し内容を見直す程度。テンプレの数がキャンペーン

ごとに増えてしまう状況。同じような回答ばかりになり、今後はテンプレに頼らない対応をしていきたい。 

6. 良くあるお問い合わせはそのままテンプレートで送れるといった状況。その他の内容については一から作っている。 

7. たくさんテンプレートを作っていたが、良く似ているものが増えすぎた。FAQ から貼り付けることにして、伝達情報にもれの

ないようにテンプレを使い、中身はお客さまにあわせようということになった。 

 

【課題 5】 メールの送信チェックはどうしている？ 

1. スタッフが作ったものを担当管理職がチェックして送信する。平日という表現を月～土に変える、文章表現の「また」や「な

お」が続くのを修正するなど細部のチェックも作成人員が少ないのでできる。 

2. スタッフが心配でチェックを求められる場合もある。最終的には全文に目を通すが、最初から全文を見るのは困難。メール

を送信する担当も他業務と兼務。社内のモニタリングや研修が充実しているので、品質管理は任せて、担当者から返って

きた評価をフィードバックしている。 

3. 見た目はきれいだが、メールの読み込み不足が増えている。お客様の真意を汲み取りきれずに回答のみしているもの、

HPに載せているのをそのまま貼っているものなどが気になっている。 

4. スクロールしないと読めない長いメールは良くない。顧客のメール内の重要なことに順位をつけて、重要な回答を最初に書

いてもらって、付け足すものは２、３と増やしていくという指導をしている。 
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5. 初心者には重点的に指導。敬語を使おうとして間違うようなことのないよう、無理はしないで自分にあった書き方をしようと

言っている。 

 

【課題 6】 メール対応担当のスーパーバイザーとして自身のスキルアップはどうしている？ 

1. メール担当が 2名なのでお互いに閲覧、上司に確認。 

2. SV同士でチェックをする。お客様視点で作成する。お互いのメールを閲覧・話し合い。 

3. 品質改善担当がテンプレートを大幅に見直し中。お客様に伝わる、短いわかりやすいメールを検討。 

4. HPからの回答、宣伝メールなどからも表現、段落の検討ができる。 

5. 色々な会社に問合せをし、返答をチェック。お客様の気持ちで、良い悪いが実感できる。 

6. 作家で、言葉集にしてためておいて、小説を書くときにそれを当てはめていくという話を聞いたことがある。言葉が出ないと

いうスタッフには、言葉をためるというはたらきかけをして共有し「言葉集」にしている。 

7. 文章作成に関するＥラーニングを受講した。社内ではなく、外部の教材。 

8. 自分の趣味とは異なる本を意識的に読むようにしている。興味のある本は内容が入ってきやすいが、そうでない本は、よく

読まないと分らないと思う。特に用語解説の入れ方や短い説明の仕方などは参考になる。 

9. 文章は旬があると思うので新刊は立ち読みなどでチェックし、句読点や「 」の使い方を参考にしている。また、英文は和文

よりも端的・完結なので参考にしている。日にち・金額などは箇条書きにする方が分りやすいと思っている。 

10. 他業種のメールもよく読むようにしている。オープニングやクロージング、言い回しなどを参考にしている。自分で思ってい

ることと、人から客観的に見てもらうことにズレが生じるので、他の人に見てもらい、相談している。自分で「これだ」と凝り

固まらないようにしている。 

11. 色々な文章やメルマガを読むようにしている。メルマガなどを読んでいて思ったのは、スクロールしていくので、最初に目に

入るところには重要なコメントを書くようにしている。 

12. 客観的な視点を意識しながら、自身が書いたメールを読み返している。 

13. クオリティコントローラーになって、自身の日本語が本当に正しいかどうかが気になった。日本語検定を受験することで、勉

強にもなるし、受かった喜びもある。検定で学んだことで、文章が楽に書けるようになったと感じている。基礎的な日本語の

能力が向上して、自信にもなった。 

14. 作家は絶対に他の人と同じものを書かないというポリシーがあるということをテレビで観た。その作家は、気になったフレー

ズがあれば書き留めておいて、文章を書く際は、その記録を探っているとのこと。手書きですることと、後から探ることに効

果があるらしい。メール対応であればフレーズを参考にしていくことが良いと思った。 

15. 研修方法として、新聞記事を見て、その要約を書いてもらうこともしている。 

16. インターネットで文章の書き方を調べて、やわらかい文章の表現をみている。テンプレートのサイトの例文などを参考に。

日常のクレーム対応の電話から文章に変えて残すことも。お客様によって固い表現が好きな方もいるので、年齢や細かい

表現などで判断して作成する。 

17. 他社のメールを参考にするために自分で問い合わせを行い、他社の良くある質問の表現も参考にしている。 

18. 他社のメルマガや問い合わせを参考にする。文章についての本を読む、メルマガ「仕事美人」を活用している。バックナン

バーを見るくらい便利。 
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19. 本を読む、インターネットで検索するなど。新聞も見出しのあとのまとめの部分など参考になる。同僚にも聞く。 

20. ビジネス文書検定を学んだ。社内文書、社外文書の試験資格、言葉のねじれ、季節のあいさつなど役に立った。半年に 1

回。同じ部署の 3 人で 2 級を受けて合格した。読書。同僚に自分の作ったメール、文書を読んでもらって毎日コメントをもら

う。できるだけ多くのひとに受け入れられることをめざす。 

21. 音読をしている。流れのおかしいところなど気づきやすい。初めて作成したものについては必須。スタッフの確認も音読し、

自分で読んでスタッフにも聞いてもらう。改善していくために、「なぜ」を大切にしている。「！」が多いと急いでいる、などの

感覚も含めて気を付けている。 

22. 心がこもっているか、お客様に対応できているかを心掛けている。毎月スクリプトをいくつも作るし、スタッフの台本作成を

添削するのが身になっていると思う。書籍を読んでマニュアルを作成する。 

23. 社内に２週間に１回６カ月間のコピーライター講座がある。全員研修。電話にも生かせる内容。 

24. 突然の異動でも、メールのやりとりやプレゼン経験は生かせる。 

25. 自分が書いた良いメールは覚えている。細かな点を指摘して褒めるのはスルーするより良い。 

26. 似たようなお問合せがあったとき、素晴らしい内容は雛形として活用。 

27. どんなときの何の対応という表題にしておくと組み合わせやすい。良い内容は共有する。 
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（９）チャット対応 

【課題 1】 チャットスタッフの採用や研修はどうしている？  

1. チャット専用で採用しており、コールの経験はない。研修期間は初期的対応であれば 10 日で可。早い人なら 4 カ月くらい

ですべてのスキルに対応できる。 

2. WebサイトやＦＡＱを見ることに時間に費やすようしている。 

3. まずはチャットを体験してもらい、送り方や文面が固い印象にならないようにするなど、イメージを持ってもらう。そのあと、

文章の書き方等の品質研修をしている。文字数や顔文字の利用（お客様が使ったら良い）など。そして、座学研修やＯＪＴ

でシステムの使い方を学ぶ。 

4. 適性は 1分間 50文字の入力としている。採用面接では、質問をして、簡潔な答えが返ってくるかどうかは重視している。ダ

ラダラと長く回答する人は不採用にしたり、研修で矯正したりする。 

5. アパレルはアパレル経験者が対応。チャットメソッドの落とし込みは確立しているが専門的な知識が必要。アパレル系、百

貨店、金融系等業種ごとにチームができるのが理想。 

6. 電話でやっているのと同じ応対をするとチャットのクオリティは上がる。 

7. コールセンターの対応ルールをベースにしている。チャットでは復唱しないという違い等はある。研修ではチャットのロープ

レを実施。 

8. 細かい日本語の記述は研修する。｢いたします｣、「いただきます」は漢字を使わないなど正しい日本語表記は教える。 

9. 採用の面では、同じ業務受託で電話対応をしていた人をチャットにアサイン。 

10. チャット対応はトライアル中なので電話対応のベテランが実施。電話対応の方が難しい。 

11. 電話対応できる人はテキストになっても研修せずそのままアサインできる。 

12. コールセンター内から選択して WEBチームを作っている。 

13. メール対応をしていた人がチャットをしている。コールセンターは別にある。 

14. ロールプレイでチャットの研修をして OJTを実施。メール業務担当者からチャット担当へは移行が容易。 

15. チャットで新規に立ち上げる業務で、コールセンター未経験の担当者は一から教えないといけない。 

16. 電話はトレーニングとクオリティのチームがあるので、新人には 2週間くらい初期研修をする。チャットは電話の部門から異

動してくるが、異動にあたっての研修はなく、OJT でチャットツールの使用方法、文章の書き方などを教えている。 

17. 電話のみで文字入力にも自信のない担当にはチャットのロープレ、定型文の用意、横についての応対を実施。業務知識

が増えればモニタリングし、フォローしながら慣れてもらう。ロープレは 2週間程度。 

18. 3か月くらいでほぼ慣れる。その後会話のつなげ方、わかりやすい回答を振り返る時間をもうける。 

19. うれしいお声を共有する、お客様への質問に対する回答例などをワークショップでとりあげる。 

20. チャットのロープレは本番環境でできるのがメリット。１日ロープレすればできるようになる人もいると思う。 

21. 電話対応担当を初期メンバーにする。“ですます調で”と指示すればできる。後処理タイピングも早い。 

22. チャットは口語、使っても丁寧語レベル。固い印象を与えないために女性語を使う教育をする。 

23. 過剰なクッション言葉があると読みにくい。メールの教育は大変だが、チャットは簡潔に返せばよいので教育が簡単かも。 
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【課題 2】 チャット対応スタッフの適性は？ 

1. コールのクレームで嫌になってしまった人に対して、チャット対応に移行してもらうようにしている。 

2. チャットに移行してもらっても、ユーザー対応が嫌な人がいる。 

3. 最近はチャット対応も嫌になってしまう方も出てきている。トイレも行く暇もないということもあるため。チャット対応において、

タイピングスキルは重視していない。もともとコールをやっていた方なので、一定以上のタイピングスキルはある。要件の

把握や、上手にセルフ解決に誘導できるスキルが重要。実はお客様が FAQ を読んでいる間は余裕がある。何度も質問と

回答のやり取りが続くと嫌になってしまう。 

4. メールからチャットへの移行もしているが、コールとメールのどちらが良いかは分からない。自社では薬事法も関係するの

で、メール担当の経験者だと説明が難解になり、コール経験者だと、長文になる傾向があるようだ。 

5. チャット専任がいないので、電話対応をきちんとできた上で、文字（文章）としてきちんと回答できることが必要。 

6. ある程度の業務知識があるオペレーターでないとチャットは難しいと思う。電話は 1対 1であるが、チャットは 1対複数なの

で、いちいち SVに質問をする時間はない。 

7. 知識面ではコールを一通りできることが基準。メールに比べるとチャットはコール寄りで、対話だと考えている。メールの場

合、読みこんだ上で、きちんとした文章で回答する力が求められるが、チャットはお客様からのお問い合わせが分かりにく

ければ、その場で聞き返すことができるので、メールのスキルとは少し異なると思う。即時の要件把握力はコール同様に

必要になり、ノンボイスのチャネルであるが、コール寄りスキルが求められる。 

8. 電話からチャットに移る際にテストはないが、研修をやった上でデビュー判定する。不安がある場合は OJTを長くする。 

9. チャット専任ではないが、基本的な業務スキルを数ヵ月、電話の研修を数ヵ月行った上で、本人の意思を確認して、チャッ

トもやりたいということであれば、チャットの研修を一通りやってもらう。やりたくない人は電話のみになるが、評価としては

マルチ対応の方を高くしている。 

 

【課題 3】 チャット対応のモニタリングやフィードバックはどうしている？ 

1. モニタリングは管理者が実施。トラフィックも少ないので全チャットをライブでみている。チャットは電話応対より返信内容の

相談や指導が容易。 

2. 比較的早めに現場に入れて OJT をする。チャットは電話と比較して複数人数での相談、アドバイスも容易、管理者の同時

評価もしやすい。 

3. 評価は適切な内容の提案や質問など、各フェイズにおいて適切なことができているかを重視する。 

4. 第一報の応対時間は評価対象にしている。 

5. 評価はログで実施している。 

6. まず担当者が自分で評価、その後 SVが評価指標で評価。電話応対も同じようにまず担当自身が評価している。 

7. ログのみの評価では温度感がわからないところがある。 

8. 音声で読んだとき不自然なものは不自然。口語で自然体を目指すことが大切。 

9. チャットだから止むを得ないということはない。コミュニケーションとして音声で成立しないものはおかしいと判断する。 

10. 顧客の気持ちに寄り添えているか、文字の後ろの気持ちがくみ取れているか。 

11. いろいろ話を聞いてパーソナルな会話ができているか。 
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12. 電話対話と同じで事務的でなくこちらから働きかけて長く対話することが良い応対になる。 

13. チャット対応用のモニタリング評価シートがある。評価が悪い場合は、着台から外れてもらう。着台から外れる場合の明確

な基準を定めてはいないが、主に直近の苦情件数で判断している。 

14. 自社ではトレーニングチームが定期的にチェックし、フィードバックしている。 

15. モニタリングをしていて問題がありそうな場合は、エスカレーションルールを定めていないが、すぐに電話に切り替えるよう

に指示している。 

16. クレームの時は即座にフィードバックしている。それ以外は、個人カルテに基づき、定期的な面談とフィードバックになる。 

17. アンケートで不満とされた場合は即座にフィードバックしている。オペレーターに対しては、生産性の評価についてフィード

バックをしている。 

18. チャットのオープニングからクロージングの流れがあって、その流れに大幅にずれる場合は、フィードバックをしている。品

質に関するフィードバックは月 1回行っている。 

19. 有人で行うお客様の雑談対応が良いことだと認めてもらえるクライアントが増えてきているかと思う。 

20. あまりにも長くなりそうなときは雑談をとめて、「～そうなんですね。では、ご質問をどうぞ」「解決しましたか」と切り替える。 

 

【課題 4】 チャットスタッフの評価はどうしている？ 

1. 電話とメールに対してチャットをどう評価するかの基準が決まり、教育もそれにあわせて実施。 

2. その場で評価して日々指導育成をするのが良い。チャットはサイドバイサイドのサポートがしやすい。 

3. モニタリング評価はツイッターのアクティブサポート用に作成した評価基準を流用した。ツイッターは短文で、メールと同じ

項目での評価が難しかった。そこで、プラスアルファができたら加点する方式を導入。お客様が心情を述べたとき共感でき

ていれば加点など。基本項目とプラスアルファ項目とに分けている。 

4. 生産性に関して、電話と同じ数字をとっているがどれを成績に反映するかは悩んでいる。電話と同じように重要な指標とし

て扱ってよいのかどうか。 

5. 生産性を測って差が何なのかを見ている。判断力、経験値、どこに定型文があるかの理解など。手慣れている人は速い。

処理速度もありチャット対応部分だけでは測れない。 

6. エスカレーションできるので、SV がかわった割合や自己完結率は取ろうとしている。初回応対率、最初に回答を返すまで

の所要時間。発言数、どのくらいの往復があるか、多いから良い悪いということではないが、コールセンターの稼働率のよ

うな意味合い。 

7. 解決率と顧客満足度の数字は実状と乖離しない。相関するとオペレーターの納得度は高い。 

 

【課題 5】 チャットで良い応対をするためにどうしている？ 

1. 季節の挨拶はチャットでも入れる場合がある。ヘビーユーザーとは前回の話題の続きをしたりする。 

2. メールとチャットは丁寧さの違いくらい。 

3. チャットは口語が印象的。絵文字も使っている。契約先にコンセンサスを取ったうえで使用。 

4. 絵文字はスタッフに使ってもらって感触を確認する。 

5. 絵文字は顧客の世代にもよる。40代くらいまでは共有できるのではないか。 
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6. 重要なのはリアルタイム性。まずは早く対応する。居酒屋に入って 10 分間何も出てこなかったらどう思うか。ファーストドリ

ンクが必要、とにかく何かを持っていく。 

7. 着信したら早く”私たちはここにいますよ“というアピールをする。 

8. 20秒以内に対応する。 

9. 他の顧客対応中なので待って欲しい、という働きかけでも良い。他のお客様の対応をしていたのでごめんね、と対応を始

めるやり方もある。 

10. お客様の時間を束縛しないのがチャットの良いところ。一からやり直しをさせない。 

 

【課題 6】 チャットでの応対において“人らしさ”を出すための工夫はどうしている？ 

1. コールから移行した人は、正しい敬語が使える分、硬い印象になる。お客様から botですか？と質問されることもある。そう

した方はすぐに書き方の研修や「！マーク」の使い方などの研修をする。 

2. コールとチャットのフローを変えた。コールではすぐにお悩みを聞けるが、チャットですぐに聞いてしまうとお客様が離脱して

しまうケースが多かった。 

3. 解決ができていなくても、満足度が高いケースもある。なぜか分析したら、エスカレーションの際に電話番号だけでなく、営

業時間や必要書類などもアドバイスすると満足度が上がる。 

 

【課題 7】 チャットの応対で「感嘆符」「スタンプ」「顔文字」「絵文字」を使う？ 

1. 感嘆符、スタンプ、顔文字はクライアントの意向も聞きながら使用する。 

2. 感嘆符を使うとお客様が気さくになって言葉が多くなる感じがする。 

3. 法人ビジネス層でも大丈夫。他社のチャットサポートも勉強のために体験してみるが自作文も硬い企業もある。 

4. 電話の受け答え、チャットとも硬め。運営スタッフが同じなのでそのまま引き継がれている。個人的には有人になったときに

もう少し柔らかくても良いかと思っている。 

5. 感嘆符は使っている。スタンプ、絵文字は使っていない。お客様は使ってくる。 

6. ある契約先では文章は柔らかいが感嘆符は使わない。別の契約先はお客様に伝わるなら、顔文字でも何でもいいと言わ

れ、感嘆符も顔文字もスタンプも使っている。 

7. お客様が初めからスマートフォンの絵文字を使う人が多い。 

8. 絵文字で伝わることがあると思う。 

 

【課題 8】 有人チャットにおける同時対応はどうしている？ 

1. 1（オペレーター）対 3（お客様）を、応対の最大数（ＭＡＸ）にしている。 

2. クライアントの業種により同時応対数を変えている。 

3. 最大 5 くらいまではできると思う。無言や冷やかしのお客様のいるため。オペレーターのモチベーションも考慮して、最大３

としている。 

4. 業務の平均応対数は 2 を割るくらい。 

5. 後処理の時間などもあるので、実際には 3件はできていない。 
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6. 個人差があるが慣れた人で１人につき 3 人の対応。だいたいは 1 人につき 2 人の対応。3 人対応するには高い判断力と

タイピング力が必要。 

7. KPI が単純な処理時間で測れない。インターバルが長ければ 1 人で 3 人の対応もできるが、お客様特性により１対２でな

いと無理というのもある。 

 

【課題 9】 チャットスタッフの個人名は名乗っている？ 

1. 以前はニックネームにしていたが、本名（苗字）に変えたところ、お客様満足度が上がった。ニックネームのつけ方によって、

お客様の好みがあるようだ。本名にすると良い応対であれば、お客様からも「前に対応してくれた○○さんだよね。」とコメ

ントくれたりする。 

2. 自社も以前はすべて同じ名前にしていたのを、本名に変えた。それにより確かにお客様満足度が上がった。個人情報を取

得するので、後から調べたりする上で、本名に変えた。 

3. 以前は本名にしていたが止めた。会社や製品・サービスの決まりで、本人の責任ではないことに対して、前に誰々が言っ

たというクレームになることがあり、オペレーターの精神的負担を考慮した。 

 

【課題 10】 チャットの応対はフリーそれともテンプレート？ 

1. 手続きなどの運用ルール系の対応はテンプレートでやっている。 

2. テンプレートを使う際は、エスカレーション先の電話番号など、間違ってはいけないものに使っている。 

3. チャットのモニタリングは比較的容易。ＳＶは同時進行で 10人くらい見ることができる。最初のうちは、誤字や間違った案内

をしないようにモニタリングする。 

4. フリー入力にしていない理由は炎上を懸念している。 

5. 炎上になったケースは最初の研修時で学ぶようにしている。 

6. 法人サポートはリアルタイムのやりとりで、1 分以内で返している。お客様の入力を見ながら返信文を先に作る。コピペ感

がないように少し待ってから出す。定型を感じさせないようにしている。 

7. 定型文を硬め、柔らかめなど何種類が作っている。8割くらい定型にできる。 

8. 感謝など共感も定型にできる。満足度の高い定型文を使って定型文とは思えないような対応をする。 

9. 定型文の前後に何かはさむとか、前置きの言葉をつける。 

 

【課題 11】 チャットでの個人情報の取得はどうしている？ 

1. 格安 SIM のサポートのため、お客様情報がないと対応できないので、本人確認を目的に氏名・電話番号等の 3 つ以上の

個人情報を入力してもらい、対応している。 

2. 個人情報を取得できないと対応できないので、本人確認をしている。 

3. 会員登録がある人はログインしてもらった上で対応する。 

4. なるべく個人情報を取得しないようなフローにしている。最初は FAQ の回答ページに誘導して、自己解決をしてもらうよう

にしている。それで解決できない場合は、会員登録のある方はログインをしてもらった上で対応、それでも解決できない場

合は、個人情報を取得して対応している。 
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5. 顧客データベースとは連携している。画面上には残らないが、CRM システムと連携しており、履歴は残っている。その後、

電話やメールで問い合わせがあった場合も、確認できるようになっている。 

6. クラウドベースのシステムなので、個人情報を取得しないようにしており、取得しない範囲でできる対応しか行っていない。

そのため、コールの削減を目的にチャット導入したものの、意図したとおりにはなっていない。 

7. チャットで名前と電話番号を聞いている。 

8. コンタクトセンター側は SSL で守られている。お客様側がネットカフェなど外部から個人情報を入力してキャッシュを消さな

いようなことでの危険性がある。 

9. チャット対応の暗黙のルールで個人を特定しないという雰囲気が残っている。 

10. メールで行えてチャットで行ってはいけない理由がない。カード情報以外は聞いている。 

11. 口座情報も返金の場合は聞いている。 

12. 電話番号特定は基幹システムと連携して可能。 

13. 新規顧客は個人情報入力フォームに誘導すると離脱してしまう。４０％くらいしか残らない。 

14. 個人情報は入力フォームに誘導する。年齢が高いので PC 利用されているせいか離脱しない。スマホは離脱率が高くなる。 

15. 契約先の了解があればチャットでできるかぎり完了した方が良い。 

16. 個人情報の取り扱いより商品や効果に対するオーバートークをしないことの方が重要かも。 

17. クラウドベースのシステムなので、個人情報を取得しないようにしており、取得しない範囲でできる対応しか行っていない。 

18. 個人情報や会員情報を取得して対応することもあるが、クレジットカード情報が必要な場合は、電話対応に切り替えている。 

19. 自社では基本的に個人情報は聞かないが、ログインしてくれた顧客は情報が分かるようになっている。 

 

【課題 12】 チャット対応におけるクロージングの工夫はどうしている？ 

1. 切ってくれない人が多くて、回答を示した際に、切り方を送るようにした。特に WebFAQ に誘導した場合、ちゃんと確認した

か分からない。 

2. 時間を 7分に決めた。どのくらいの時間が適正かは、2 カ月くらい試行錯誤して、決定した。 

3. 無言になった時に切るタイミングで悩んでいる。今は 5分待った上で、あと 5分で切ると伝えて、それでも返信がなければ、

5分待って切る。結局、合計 15分待つことになる。 

4. 時間は定めていないが、お客様が入力している状況が分かるので、その様子が分かれば待っているし、明らかに何もして

いないのであれば、切るようにする。 

5. 他社で若年層だから 3 分で切る設定にしたらもっと待って欲しいというお声が多く、案外高齢者の利用が多いとわかり、10

分で切るようにしたら、そういう声がなくなったとのこと。 

 

【課題 13】 有人チャットにおけるピークタイムは？ 

1. 朝・昼・夕方が多い。スマホを利用している時間帯と考えている。 

2. 自社ではコールのピークとほぼ似通っており、チャットはコールの後からピークになる。恐らくコールがつながりにくくなって、

チャットに移行してくるのだと思う。 

3. 顧客層によってもピークが異なる。若い顧客が多い商材だと夜がピークとなる。 
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4. 自社は Webチャットので、Webの閲覧数とピークが一致するので分かりやすい。 

 

【課題 14】 チャット対応のＫＰＩは？ 

1. バナー表示率は、コールの応答率に類似する。対応できないとバナーを下げる。 

2. ポップアップ形式なので、クリック率もとっている。ページごとに時間帯を変える。 

3. 1回当たりの処理時間、1時間当たりの対応件数、苦情を KPI として設定している。 

4. センターの KPI としては、1 時間当たり対応件数、バナーとして表示した数、取れなかった（放棄した）数。オペレーターの

KPIは、対応後にお客様にアンケートを取り、解決率や満足率を設定している。 

5. アンケートはチャット対応に関する 5 段階評価とフリーアンサーを設けている。フリーアンサーは、チャットによる応対に関

する回答ではなく、会社・商品・サービス等に対する回答がほとんどで、品質やオペレーターの評価の参考にはならずに困

っている。 

6. 有効チャット率を取っている。 

 

【課題 15】 お客様に対して、チャット対応窓口の認知をあげるためにどうしている？ 

1. クライアントがＩＶＲでホームページのＦＡＱ、チャット対応を強調してアナウンスしている。 

2. コールを待っている間に、チャットの方がつながりやすいことをアナウンスする。 

3. ＦＡＱを更新し続けて、まずはＦＡＱを見てもらい、チャットの良さ・迅速さをＰＲするようにしている。 

4. バナーの表示位置や見た目（オペレーター・キャラクターなど）を変えると反応は大きく変わる。 

5. DM にチャット対応をしていることを記載したチラシの同封や、電話応対の際にもチャットでも対応できると伝えたが、あまり

数値的な効果は見られなかった。 

6. 代理店利用システムにバナーを出して、チャットが立ち上がるようにしている。しかし、コールが増えると、チャットも増えて、

コールが減るとチャットも減っているので、コールであふれてしまった方がチャットに流れてきているだけのようで、効果的

な誘導ができているかは疑問である。 

7. 自社は健康食品を扱い、主要ターゲットが 60 代。電話が圧倒的に多いが、数年前から Web サイトの利用比率が高まって

くるとともに、チャットの利用率も上がってきている。今後、インターネットに馴染みのある年齢層が上がってくるので、チャッ

トの利用率も増加すると考えている。そのため、Webサイトへのアクセスを上げるように意識すると良いと思う。 

8. 問い合わせページにバナーを埋め込んでいる。ホームページ全体に、チャットへの導線を設けている。 

9. 新規のお客様を対象に、Web サイトの滞在時間に応じて、チャット対応をポップアップさせる。既存のお客様は、マイページ

にログインしてもらい、問い合わせページにチャットを出す。また、FAQ ページでキーワード検索をした際に、0 件だった時

に、チャットをポップアップさせることもしている。 
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【課題 16】 チャット対応における顧客満足度調査はどうしている？ 

1. 今、NPS の形式で取り始めたところであるが、チャットで気軽に問い合わせることができるのに、アンケートはメールで URL

を送っているので、これで本当に良いかどうかと悩んでいる。 

2. チャット終了後にアンケート画面がポップアップされて、回答してもらうようにしている。回答は強制ではないので、お客様

は画面を閉じればよい。 

3. チャット対応に対する顧客満足度のアンケート集計結果は見られるようになっている。時間を費やそうと思えば、どの対応

に対する評価であるかは、ログから確認できる。 

4. アンケート結果はオペレーターもリアルタイムで確認できるので、モチベーションにはなっているようである。 

5. 顧客満足度のアンケートもチャットだと簡単にできる。雑談が無駄ではなく満足度につながっていることも簡単に示すこと

ができる。 
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（１０）ナレッジ 

【課題 1】 スクリプトの活用はどうしている？  

1. スクリプトはしっかり整備している。問い合わせ内容毎に、ヒアリングする手順・内容が記載されている。新人は最初の内

は、それを見て応対する。会話例なども記載されている。 

2. スクリプトは十数枚あるが、よく使用するものは A3用紙 1ページにまとめて、各自の机に備え付けられている。 

3. 導入研修時に会話の流れを学ぶ。クライアント毎にフローがポップアップされ、聞くべき内容をチェックしながら会話を進め

ていく。手元にマニュアルはない。 

4. マニュアル３００枚ほどをペーパーで用意している。そのマニュアルに会話例が記載してある。 

5. スクリプトは画面に出る。問診についてはチェックしながら会話を進めることはできるが、解決策の提示には、文字が多く読

み上げるだけの方もいる。 

6. スクリプトは４～５枚はある。最初はスクリプトを使用しているが、慣れてくれば使用しなくなっている。 

7. スクリプトは慣れてくると使用しなくなる傾向があるが、どんなにベテランのテレコミュニケーターに対しても、基本となるス

クリプト１枚は手元に用意しておき、基本に立ち戻れるようにした方が良い。どのような人でも調子が悪い時やお客様から

の問い合わせによっては上手くいかないこともある。そうした時、基本スクリプトを指でさしながら、会話を進めていくと、落

ち着いて応対でき、調子を取り戻せる。スクリプトを会話の基本、拠り所になるよう用意しておくと良いと思う。 

 

【課題 2】 テレコミュニケーターがスクリプトに依存してしまうことの対策はどうしている？ 

1. 話し言葉での記載を控えることや、会話や回答の目的をきちんと理解させることが解決になるのではないかと考えている。 

2. スクリプトの見直しを検討しているが、オペレーターや SVからは話し言葉で作って欲しいというリクエストがあるが、読めば

良いだけのものになってしまうと、自ら考えなくなるので、個人的には避けたい。 

3. 品質チェックの立場からすると、実際に話している言葉をある程度、入れて欲しい。 

4. スクリプトを話し言葉にしなくても、トーク例を用意して、そちらは話し言葉にして欲しいというニーズはある。 

 

【課題 3】 ＦＡＱの中身が膨大で検索性が良くない。どうしている？ 

1. FAQ に載せる指標があると良いと思った。1 カ月に 10 件あれば載せるなど。そうすると、頻度の分析も必要になってくるの

で大変だが。 

2. オペレーターが載せてもらいたい内容をリクエストできるようにしている。ただし、それにすべて対応すると膨大になってし

まう。そのため、新規に載せるかどうかは部署ごとで判断するようにしている。 

3. 膨大になることで検索性は悪くなるが、エスカレーションが減るというメリットがある。 

 

【課題 4】 FAQが会話調になっていることのメリット・デメリットは？ 

1. 以前は会話調の FAQではあったが、注釈があると長くなってしまい、もともと何に対する回答だったのかが混乱してきたの

で、会話調を止めた。 

2. ベテランについては、自分でトークができるので、答えを簡潔に示してほしいという意見がある。新人・ベテランともに使い

やすいものとして、答えは端的に示して、トーク例もつけておくのが良いと思う。 
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3. 新人に対しては、お客様を待たせないように、一文だけでもすぐに答えられるようなトーク例があると良い。 

 

【課題 5】 主要メンバーの中だけで知識・ルールができあがっており、全体的なマニュアルが整備されていない。 

1. 中心的人物がひとりいなくなり、新たな管理者２名がやってきたことで、方針がガラリと変わった。一部のメンバー全員でな

くても、その中のひとりでも変わることがきっかけになる。 

2. 約１年前にマニュアル類は、全てペーパーレスにし、ＷＥＢ化した。当然、紙ベースのマニュアルで業務を行ってきたメンバ

ーからは反発があった。浸透までに 1 年を要したが、ペーパーレス・ＷＥＢ化への効果を、ＳＶがオペレーターに対してきち

んと説明できることが重要だと思った。 

3. 業務の変更があった際、コスト削減、情報共有の迅速化などセンター長クラスに響くような理由では、オペレーターには効

果がないケースが多い。オペレーターが業務を行う上で、どのようなメリットがあるかを説明できなければならない。 

4. 属人的にならないためには、マニュアル／手順書／スクリプトを作って、それをセンターで使っていくことが基本である。 

5. コールセンターの業務は、マニュアル類を整えても、それを扱うのは人であるから、効率・品質・成果は、人のモチベーショ

ンによる影響が大きい。そこを分かっているメンバーをチームに入れる必要はある。 

 

【課題 6】 ナレッジツールを有効活用するための工夫はどうしている？ 

1. ナレッジ構築にあたっては、テンプレート化することで、視覚的に必要な情報がすぐに分かるようになる。オペレーターがこ

こを見れば、手順が書いてあることが分かるなど。 

2. イントラネットのコンテンツは作り方のルールを定めることで、使いやすくなる。ルールがないとバラバラのコンテンツになる。 

3. 活用を定着させるためには、閲覧の指示を常にやり続けることが重要。質問をしに来たオペレーターに対して、毎回、ナレ

ッジを見たかを確認した上で、質問に回答するようにしている。ナレッジを見ていない場合は、次は見るように指導する。 

4. 最も業務に精通している方に質問して、お客様に回答することが最も正確で、お客様を待たせなくて済む。それでは、ナレ

ッジが定着しないので、ログを残すようにした。 

5. ログが正しいかは、SVまたは SSVがチェックし、最適化をしていくことが重要。 

6. ナレッジ管理の専任者は、大規模センターであれば必然的に設けられるが、そうでないセンターやクライアントの了承が得

られないと、SVが兼務しているケースが多い。 

7. ナレッジの活用が上手くできていないセンターは、ナレッジを管理する役割が明確になっていない。SV に暇を見てやってお

いてとなると、通常業務を優先するため、ナレッジが更新されず、情報が陳腐化し、オペレーターが使えないものと判断し

てしまう。専任ではなくても、特定の時間を指定し、その時間はナレッジ管理だけをするよう指示するのが良い。 

8. 間違えて欲しくない、きちんと覚えてもらいたいものは、読み物風にした。先生と生徒役の対話調のものを作ったら好評だ

った。副次的な効果として、他のナレッジもきちんと確認してくれるようになった。 

9. 質問があった場合、メッセンジャーなどで、その回答が掲載されている URL をすぐに提示すると、オペレーターは回答が掲

載されていたことに気づくので、ナレッジをきちんと確認しなければならないと認識するようになる。ただし、質問をしにくい

雰囲気にならないような配慮が求められる。 

10. 定着には 10 年を要したが、各センターのセンター長やマネージャーに協力を仰ぎ、朝礼等で周知してもらうことで、ナレッ

ジを活用するようになり、次第にセンターの風土になった。 
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【課題 7】 ナレッジを活用した効率化・生産性向上の取り組みは？ 

1. スクリプトを見直すと効率化に繋がることが意外と多い。質問や会話の順序が適切か、効率的な誘導ができているかどう

かを見直すことで、効率化に繋がる。 

2. エスカレーションがやたらと多いセンターについては、正確な回答を求めるあまり、エスカレーションが増えている。本当に

エスカレーションが必要な内容かどうかも見直す必要がある。 

3. 真似できそうな生産性の高い人をロールモデルにする。ビデオを撮り、どのような動きをしているのかを研究する。どのよう

な画面遷移か、どのタイミングで検索するかなどを見る。効率の悪い人（遅い人）はそのやり方を真似してもらう。最終的に

は、スクリプトと連動してタイムライン化し、どの会話でどのような動きをするかを示している。 

4. 呼種別／コールリーズンから、頻度の多い問い合わせや時間のかかる問い合わせを狙って、徹底的にスリム化していく方

法も有効である。 

5. 「初回解決できるはずの問合せ」と「誰でも回答が難しい問合せ」をまず分類し、前者のうちで初回解決できなかった時に

｢ここが分からなかったからできなかった｣という原因を分析し、それを研修などにフィードバックしていくような地道な努力が

重要である。 

6. 一定の職位以上にはなるが、課題解決策などのナレッジを共有できる環境を用意している。 

7. お困りごとをアップすると、他のセンターの方が解決策を提示してくれる。その解決策が有効であると、センターのナレッジ

となっていくようにしている。 

 

【課題 8】 マニュアルやテキストが古いまま更新されていない場合や、古い資料が残っている場合はどうしている？ 

1. 2年前にペーパーレス化した。中途半端はよくないので、紙ベースはすべて取り上げた。 

2. 研修も紙ベースを止めて、端末画面で行うようにすることで、情報の探し方も学べるようになる。 

3. ペーパーレスにすることで、情報を探しやすくする必要はあるが、オペレーターには探す力が求められるようになる。 

4. ペーパーレスにする際は、その目的などをきちんと説明した。移行期間もあったので、そこで、使い勝手などもヒアリングを

した。 

5. ベテランを巻き込んだ。ベテランが所持している古い資料を、SV と一緒に確認すると「確かに古い資料を使っている」と自

覚するようだ。また、ベテランがペーパーレスにいち早く慣れてくれると、実際には便利で仕事がしやすくなるので、周りへ

の波及効果が高くなる。 

6. ペーパーレス化を半ばあきらめている。紙は OK だが手持ちは NG にし、必ず席に資料として配置させている。更新の際

は、SVが差し替える作業を一手に行う。 

7. 同じくペーパーレス化をあきらめている。研修では紙で行っているのに、オペレーションについた途端、紙を取り上げるわけ

にもいかない。また、どうしても紙が良いという方もいる。とあるセンターでは、スクリプトの更新頻度が高いことから、紙の

色を変えることにした。そうすると、古いものを使っている人が一目瞭然。 
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（１１）ＡＩ 

【課題 1】 AIを活用してどのような効果が出ている？ 

1. 定性的と定量的なものを融合して活用している。モニタリングにおいて、人が全件を聞くのは大変だが、AI（システム）なら

可能である。名乗りなど必要なことを言っているか、NG ワードは言っていないかなどは定量的に評価しやすく、また、効果

的に製品を PR できたかは定性情報であるが、キーワードを設定し、それに点数をつけて、通話を評価し、QA 担当に提供

する。それによりオペレーターをランク付けできる。プラスアルファの評価は QA が行っている。今は感情解析もできるよう

になっているので、ポジティブ・ネガティブの判定は実証段階であるが、概ね正確に評価はできるようになっている。 

 

2. チャットボットで一次回答としての役割はできていると思っている。課題として挙げられるのは回答が「役に立った」かどうか

を選んでもらうアンケートに、7 割が選択してくれないこと。お客様は望んだ回答が得られると「役に立った」と判断するが、

正しい回答であってもお客様の望まない内容だった場合に「役に立たなかった」を選ぶ傾向があり、回答精度を把握したい

自分たちとは評価軸が異なる。回答精度を検証するためにログを解析する作業に苦労している。 

 

3. 当初想定していたような定量的な効果は出ていないが、定性的な効果は多くある。AI（システム）なので、時間を問わずい

つでも利用でき、派生的な質問もできるようになるので、自主学習機能としても活用できる。Web システムの FAQ では、ア

クセスの件数しか取れないが、AI の FAQ だとログが残るので、どのような質問をしたのかが分かり、検証がしやすい。さら

に、AI は常に学習をするので FAQ の鮮度が保てる。FAQ を 3,000 件用意しているが、頻度が高いのは 2 割だけで、AI に

おいても「2:8の法則」が適用されることが分かり、FAQで適用する範囲を明確にしておく必要があると感じた。 

 

4. 初期オペレーターの回答ミスや AHTの低減に関しては、導入前よりは効果が出ている。ナレッジデータがたまっているが、

投入が追い付かず、その負荷をどう解消していくか課題。 

 

5. メーカーのセンターで、音声認識を使った音声ボットを活用し、IVR でお客様とある程度の問診をした上で、オペレーターに

つなぐことをした。本人確認は音声ボットで対応して、お客様の情報やコンタクトの目的はオペレーターにつないだ段階で、

画面に反映されており、その情報をもとに応対をすることで、通話時間が 15％くらい削減でき、効果があった。 

 

6. コールリーズン分類は AI ができるようになっており、リアルタイムの分析もできるようになっている。オペレーターがプルダ

ウンで選ぶ手間もなくなった。膨大な情報が集まり、分析できることで、コール予測の精度は非常に高まっている。膨大な

情報量なので、分類の判定が数件違ったところで結果には影響がない。 

 

7. AI による文章要約は難しい。AI が作った文章は、“てにをは”が間違っているなど、正しい文章ではないものの、意味は分

かる。だから、最初から AI が作った文章ということを理解してもらい、意味が分かれば良しと許容できれば、業務効率は非

常に上がると思う。 
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8. チャットボットはシナリオベースで対応しており、使い方はカスタマーサポート、コンバージョンレートを上げる、Web サイトの

使い勝手を上げるなどがある。お客様が商品購入の手続きをしている途中で、会話を入れたり、レコメンドを入れたりする

ことで、コンバージョンが上がったケースもある。 

 

9. AI でお客様とオペレーターのマッチングに活用し、シミュレーションでは 3％くらい解約率が改善された。しかし、運用上の

課題が出てきて、結局は特定の人にマッチングが集中してしまい、コンバージョンはもとの数値に戻ってきてしまった。その

対策として要員数を増やしたが、それによりアベイラブルも上がったことで、コールセンター的な指標では評価が落ちたが、

解約率が減少するなど、企業の業績には貢献できた。 

 

10. AI を使った自動モニタリング。モニタリング評価をシステムでやる。全件の対応を評価することで、評価の信頼性は高まる。

カリブレーションにかける時間も削減することができ、また、人との評価の違いもあまりないことが確認できているので、活

用を進めている。 
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（出典） 

「スーパーバイザーによる意見・情報交換会」レポート 

会員専用ページ参照 ： https://ccaj.or.jp/member_top.html  
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