
　2021 年 2 月 24 日・25 日に開催した CCAJ コンタクトセン

ター・セミナー 2021 では、5 つのセッションのうち 2 コマ

で在宅関連をテーマに取り上げました。いずれも注目が高く、

多くの皆さまにオンラインで参加いただきました。今回の【シ

リーズ Beyond CORONA】でも、在宅オペレーションに成功

している 3 社に、導入のポイントと成果を伺いました。

一歩先んじたクラウド化でコロナ禍にも対応
プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー

　プラス株式会社 ジョインテックスカンパニーは、4 つの EC

サイトと 2 カ所のコールセンター、全国の物流拠点を有機的

に結んでいるプラス社内の流通系カンパニーです。販売店、

メーカー・サプライヤーと連携しながら、B to B でのオフィ

ス用品などの調達環境を提供しています。同カンパニーでは、

いち早く Amazon Web Services（AWS）を基盤とするクラウ

ドコンタクトセンターの Amazon Connect を導入。突然のコ

ロナ禍にも対応して、在宅化を実現しました。

　プラスジョインテックスカンパニーが推進するカタログビ

　CCAJ News Vol.287（2021 年 2 月号）から連載を開始した【シリーズ Beyond CORONA】。特集の第二弾として、在宅

オペレーションを運用している 3 社に取材をお願いしました。情報セキュリティやメンタルケア、コミュニケーションと

いった課題の先に広がる、新たな可能性をご紹介します。

コールセンターの可能性を広げる在宅オペレーション

ジネスでは、約 10 万点の商品を

取り扱います。購買担当者の責

任が重い B to B では、B to C に

はない特有の問い合わせや応対

が求められます。同カンパニーで

Amazon Connect 導入を主導した

プラス ジョインテックスカンパ

ニー  デジタルイノベーション推

進部副部長 兼 コーポレート本部 事業開発室の山口善生さん

によると「お客さまや販売店様からの受注は、EC サイトの他

に電話と FAX に分かれます。電話応対中心の赤坂のセンター

では、オフィスでの収納サイズに合わせるために大判の卓上

カッターの正確なサイズや重量を聞かれたり、企業としての

環境対策のために詳しい素材を問われたりと、カタログには

載らないような情報も求められます。その場合にはメーカー

やサプライヤーに確認して折り返し架電します。また、見積

もり依頼に対してすぐにメールで返信するといった営業的な

業務もあります。FAX 受注を OCR でデータ化する蒲田のセン
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ターは、書類不備の補正のための架電や仕入れ先の登録など

の作業もあります」とのこと。その他にも、販売店からは在

庫の確認や似ている商品の問い合わせなども入ります。業務

量も多く、専門的な知識やスキルが求められるセンターと言

えるでしょう。

過去の災害経験から目指したクラウド化

　新型コロナ対応としてのテレワークの状況を伺うと「プラ

ス全体では、工場や物流などを除いて在宅勤務が基本です。

2 カ所のコールセンターのうち、電話中心の赤坂は基本的に

在宅ですが、FAX 受注を担当する蒲田は出勤が多くなってい

ます。ただ、インフラ的にはすべてのセンター機能の在宅化

も可能です」と説明します。赤坂センターは 80 席、蒲田セン

ターは 20 席での稼働で、オペレーターの 90％が正社員との

ことです。

　在宅化は早く、緊急事態宣言以前の 2020 年 2 月中旬には

実現していました。「赤坂のセンターは常時 50 〜 60 人程度

の稼働で、繁忙期の 2 月は一時的に人員を増員していました。

それが、センターに行ってみると急に人が減っていて、半分

になり最後は出勤者がゼロになりました。大丈夫かなとも思

いましたが、コールセンターとしては今も支障なく機能して

います。それができたのは、Amazon Connect がすでに稼働

していたからです」

　クラウドコールセンターの導入のスタートは、CTI システム

の更改でした。情報システム部門の責任者だった山口さんに、

コールセンターから相談が入ります。社長の意向でもある “お

客さまに寄り添うこと”という企業方針に共感した山口さんは、

コールセンターこそが寄り添う部門であると考えます。「コー

ルセンターや EC サイトこそが顧客接点と言われますが、B to 

B では、使っているお客さまのインディビジュアルな意見を

知る、数少ない機会であり、信頼されることが重要だと考え

ました」

　クラウド化のきっかけの一つが、2016 年 4 月に起きた熊本

地震でした。被災地の近くにも物流センターを持つ同社では、 

すぐに商品をお届けできました。カタログに載っているもの

は低出荷品も含めてすべて準備してある在庫戦略や、物流の

ノウハウもありますが、コールセンターの役割も不可欠でし

た。「プラスの BCP がお客さまの BCP にもつながります。そ

こで目指したのがコールセンター機能のクラウド化でした」

　そういったニーズを実現するソリューションを探している

中で AWS の Amazon Connect を知り、クラウド基盤への移

行を進めます。CTI のリプレースに合わせて、2019 年 6 月に

クラウドコールセンターが稼働を開始。同時に、CTI、CRM、

基幹システムすべてをクラウド上に構築することで、働く環

境自体のクラウド化を実現しました。

Amazon Connect の概要

　同時にスタートしたのが、スタッフ教育でした。「BCP の実

現には手順が重要で、使う側が変わる必要があります。2019

年の 6 月から、5 人くらいずつ研修を行いました」とのことで、

センター内に別に個室を作ってテスト的な在宅環境を経験し

ながら、在宅での業務に慣れていきました。さらに、2019 年

8 月の台風第 10 号に合わせてテレワークの稼働テストを実

施。問題なく業務継続できることを確認しました。「この頃は、

あくまで大地震や風水害といった天災を想定したもので、通

常での在宅コールセンターは予定していませんでした」

スムーズに移行できたコロナ禍での在宅化

　そのわずか数カ月後にコロナ禍が襲います。インフラ整備

も在宅化の訓練も完了していた同カンパニーでは、移行もス

ムーズでした。「在宅でのセキュリティ対策として、個人情報

は声に出さないなどスクリプトにも配慮しています。在宅環

境に合わせた改善の手助けも行っていて、クオリティを保ち

ながら安心して働けるようになっています」。心配されていた

メンタル面でのサポートなど、長期にわたる在宅コールセン

ター運営の課題をクリアしながら、お客さまに寄り添ったセ

ンター運営を続けています。現在は、希望があれば週 2 回程

プラス ジョインテックスのビジネスモデル
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度のセンターへの出社も可能とのことです。

　今後の取り組みについて山口さんは、「BCP はあくまで守り

ですが、お客さまの課題や問題を吸い上げてさらに進化して

いくことで、攻めのコールセンターを実現していきたいです

ね。また、クラウドを活用すればどこででも業務ができます。

全国の各拠点や地方の空き家を活用したプチコンタクトセン

ター運営などが実現すれば、もっと働きやすい環境に近づく

と思います」と話します。お客さまに寄り添い従業員に寄り

添う姿勢が、コロナ禍という困難を乗り越えて、新たな可能

性につながっています。

素早く機敏な改善対応により NPS と生産性が向上
チューリッヒ生命保険株式会社

　2021 年 4 月 1 日に日本法人の生命保険会社として営業を

開始したチューリッヒ生命保険株式会社では、新型コロナ以

前から在宅コールセンターへの移行に取り組んできました。2

月 25 日にオンライン開催した CCAJ コンタクトセンター・セ

ミナー 2021 のセッション 4 の『ニューノーマル時代の働き方

改革 在宅勤務』でも先行事例として紹介されています。

　セミナーにもご登壇されたチューリッヒ生命保険 CRM 部長

兼カスタマーケアセンター長の三浦俊一さんによると、コー

ルセンター部門の在宅化は新型

コロナ以前の 2018 年頃から取り

組みを開始。気候変動の影響で

増加し続けている国内の風水害

などへの対策を視野に入れたも

のでした。「天災だけでなく、電

車の不通などのトラブルに備えて

全員が在宅勤務できる環境整備

が目的でした。非常時でもオペレーターの維持・確保ができ

るように、システム構築からスタートしました」とのことです

が、そういう中で新型コロナの感染拡大が伝えられてきます。

「2019 年末頃から新型コロナの感染が日本でも危惧されてき

ていて、センター稼働が可能であるかを見極めようとしてい

ました。2020 年に入って、ダイヤモンドプリンセス号や外国

のコールセンターでクラスター発生などのニュースが入って

きたことで意識が変わり、在宅化へ大きく舵を切るタイミン

グとなりました」と振り返ります。

　2 月になってから具体的な社内準備を進めます。オフィス

に持ち込んで設定した自宅のノートパソコンを使って研修を

行い、慣れた人から在宅へとシフトしていきました。オペレー

ターからは、一人で苦情対応することへの不安、子供の声が

聞こえてしまったら困るといったネガティブな反応も出まし

た。ハード面では、急な対応で人数分のBluetoothのヘッドセッ

トの調達をしたり、センターで使っていたデスクトップパソコ

ンのモニタを一つひとつパッキングして自宅へ発送したりと、

苦労することもありましたが、無事に在宅コールセンターを

実現しました。「昨年 4 月には 80％が在宅勤務で、一部の管

理職など 20％程度がセンターに出社していましたが、それも

未知の体験ということで万一に備えたものでした。また、必

要書類の発送など保険商品によっては手作業が必要なものも

ありましたが、理論的には 100％の在宅が可能となりました」

　導入後には、精神的な不安、エスカレーションの難しさ、コー

ル時間や後処理時間の増加などの生産性の悪化といった課題

も発生しました。

在宅勤務が開始すると「思っていたより問題ない」という反応が多かった⼀⽅で
現場から⾊々な声、課題が発⽣。それぞれに対する取り組み事例を紹介します。

①コミュニケーション活性化
（Teams広場・座談会）

②体制変更
（ﾜﾝﾁｰﾑ制・専任者の設置）

③デジタル活⽤によるセルフサービ
ス案内（MyPage・SMS等）

顔が⾒えない、⼀⼈だと不安
ちょっとしたことが聞けない・・

エスカレしにくい・・

⽣産性の悪化・・

④NPSスコアのモニタリング
＋

オンライン研修の実施
お客様への品質は問題ないか︖

在宅勤務導⼊後の課題と改善

　Microsoft Teams のオンラインコミュニティを活用したコ

ミュニケーションの活性化、3 チーム制から 1 チームへの編

成変更とエスカレーション専任者の設置、顧客によるセルフ

サービス案内機能の拡充などの改善を続けました。「業務上

の悩みを全員で共有しながら、改善の見える化を進めました。

それを繰り返すことで、精神的な不安も減っていきました。

通勤時間がかからない、オンオフの切り替えもしやすいといっ

たメリットに気づいて、在宅をポジティブに捉えるようになり、

結果的にストレスの軽減にもつながりました」

BCP と働き方改革の両立のための在宅化

　在宅時のセキュリティについて三浦さんに伺うと、「利用し

ているシステムは Citrix で、クライアント端末にはデータは残

りません。自宅に個室があればいいですが、なくても隔離スペー

スを確保できれば大丈夫だと考えています。セキュリティ教

育も続けますしモニタリングも行いますが、あくまで性善説に

立ってスタッフを信じることだと思います」と話します。

三浦俊一さん
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　信頼関係の上に成り立っている在宅勤務は好評で、現在、

緊急事態宣言中でもあるため在宅勤務は 70% 前後を推移して

いるとのこと。「災害などに備えた BCP として全員が在宅でで

きる環境は整備しながらも、在宅でもセンターでも選べる働

き方を目指しています。センター勤務では気軽に相談できる

などのメリットも多いですが、一方、通勤ラッシュも避けられ

て両親のお世話のために実家に帰っても仕事を続けられる在

宅コールセンターは大きな魅力だと思います」と説明します。

スーパーバーザーをはじめとする管理者層も在宅に慣れてき

て、評判も良いとのことです。また、課題の一つだったコー

ル時間の増加も、画面共有などのシステム面での機能アップ

やサポート体制の整備で改善されました。

　その他に、採用の面接官も担当している三浦さんによると、

応募者の在宅勤務への要望は強いとのこと。採用時にも、一

部オンラインでの面接を行っています。「オフィス勤務のメ

リットと同じように、実際に会って話すことでわかることがあ

ります。適性検査などでは、使い分けていくことが必要だと

思います」

　気になるお客さまの反応についても「オペレーターの生活

音や個人情報の取り扱いへの不安といった苦情が来るかと心

配でしたが、特に問題は出ていません。センターでも換気の

ために窓を開けていると外から救急車の音が入ったりします

からね。在宅勤務へのお客さまの理解も上がっていると感じ

ています」とのことで、NPS でも全体的にアップトレンドを

示す結果が出ています。

「⽣活⾳が問題ないか︖」・「在宅によって品質が下がっていないか︖」懸念されたた
め、定期的にお客様の声（NPS結果）をチェックし、応対品質が問題ないかを確認

≪NPSトレンドとお客様の声≫

• 全体としてはアップトレンド

• 在宅コール対応への不満・苦情の声は少ない
（コール開設時間がWeb上の表記と実態が異
なる点について指摘されることはある）

• ⽣活⾳に対しては、皆さん寛容な反応をして
頂いている。揉めるケースはない

• システム不具合によって、電話が切断される
ケースやお客様情報が閲覧できないケースは
稀にある
⇒お詫びして再度かけ直して対応

≪NPSトレンド（全体）≫

全体的に
アップトレンド

NPSスコアの変化︓KPIの状況

　最後に、在宅化の可能性について「当社はインハウスセン

ターで直接雇用のため特異性があるかもしれませんが、在宅

化のメリットは大きく、従業員の満足度も上がってきていま

す。新型コロナ以外の台風や大雪でも影響を受けないセンター

であるとともに、ワーケーションなども視野に入れ、ライフ

スタイルに合わせた職場環境を提供していきたいと思います」

とのコメントをいただきました。

在宅とセンター運営の併用で出勤率 25％を維持
株式会社ブライエ

　2021 年 4 月 1 日、株式会社クリエイトラボは、グループ企

業である株式会社アイティアイと合併。クリエイトラボで実

施してきたサポートサービスに加えて、ICT システムの構築・

運用など複合的で多様なサービスを行う株式会社ブライエと

してスタートしました。B to B のテクニカルサポートを中心と

する同社のコールセンターでは、最初の緊急事態宣言を受け

て在宅コールセンターを実現。現在も出勤率 25％を維持して

います。

　ブライエ ネクストサービス部 第 2 グループの木村秋岸代

さんに新型コロナ以前のテレワークの取り組みについて伺っ

たところ、一部の管理者や総務、人事、教育部門などに対して、

VPN 接続が可能なセ

キュアなノートパソ

コンを配布。2018 年

頃から、モバイル環

境でのテレワークを

実施していました。

　2020 年 4 月 に 発

令された緊急事態宣言で、政府は各事業者に対して出勤者数

の最低 7 割減を要請。それを受けた同社では、出勤率 25％

を目標に取り組むことになりました。木村さんによると「業

務効率が下がることはやむを得ない、従業員の安全を優先す

るという会社の方針でした」と振り返ります。同時にクライ

アントからも、テレワークを急いで進めて欲しいとの要望が

上がり、コールセンター業務継続のための在宅化が進められ

ました。システム的なテレワーク環境を整えるための移行準

備期間には、自宅待機を実施し、関連資格取得を奨励したと

のことです。「年に 1 つは資格を取ろうというのが従来からの

会社の方針です。毎年 4 月に、上司と相談しながら目標を立

てるのですが、たまたま重なったこともあって、自宅待機中

に資格取得の勉強をしっかりとやりましょうということになり

ました」。主に IT 関連が対象で、受験料などは会社が負担し、

推奨される資格などにはお祝い金が出る場合もあるそうです。

この 1 年間の結果を伺うと「例年よりも好成績だと聞いてい

ます」とのことです。その他にも、健康経営優良法人 2021

に認定されるなど、従業員を大切にする経営方針を続けてい

ます。「会社自体が自主性とコミュニケーションを重視してい

木村秋岸代さん
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ます。これまでも、普段は別々の場所で働いているスタッフ

でも、年に 2 回の会議でできるだけ全員が集まり、東西をリ

モートでつないで懇親会を実施していました」

総力を挙げて在宅化を推進

　木村さんは、IT 系メーカーや企業の IT 部門のサポートサー

ビスを行うコールセンター業務の中で、5 つのプロジェクトを

担当しています。男女比率が 60％、40％で 50 名以上のスタッ

フを統括しています。木村さんは「コールセンターの現場で

は、在宅化は難しいと思われていました。特に自宅での電話

応対を実現するのは大変だと感じていました。ただ、以前、フィ

リピンやマレーシアを視察した時にパソコン上で受発信でき

る IP 電話化が進んでいて、日本でもできないことではないは

ずだと信じて取り組みました」と振り返ります。

　最初にスタッフに在宅での就業を打診したところ、多くは

環境的に無理だとの答えでした。そこで、まずリーダーが率

先して在宅化を進めました。事前に考えられていた不具合も

少なく、研修を行うことで問題なく移行できたといいます。

そこで、在宅化を実現するための最低限の環境について、主

に 3 つのポイントでチェックを実施しました。一つめは、あ

る程度の隔離は可能か、大型モニタが設置できるかといった

場所の確保です。二つめがネットワーク環境で、脆弱な場合

は会社からの補助も行いました。三つめが周囲からの音、周

囲への音漏れなどの問題です。

【在宅環境での主なチェックポイント】
①隔離や大型モニタ設置などのスペース確保
②ネットワーク環境の整備
③周囲からの音や音漏れ対策　など

 「環境的に難しいとの答えも多かったのですが、場所がなかっ

たり、隣家との壁が薄いなどで引っ越しをした若いスタッフ

もいました。音漏れに対して壁にカーテンを張り巡らすなど、

自分たちで工夫をして在宅化に取り組んでくれました。まだ、

在宅に対応できていないケースもありますが、全員ができる

ように進めています」

　同社では、正社員だけでなく派遣スタッフも勤務しています。

そのため、派遣会社と連携しながら派遣社員も在宅勤務を進

めました。「派遣各社との話し合いの中で、有事という判断で

覚書を交わし、自宅勤務を行っています。自宅待機の時には、

派遣会社の方針に沿って役に立つような勉強を続けていただ

きました。派遣会社も社員を守りたいという思いは同じです」

　在宅化のメリットを伺うと「クライアントに対しては、事業

継続に貢献できることです。今回は感染症ですが、地震や台風、

大雪といった自然災害などにも対応しやすくなります。非常

時でのシフトチェンジや、エリアの分担調整などのセンター

運営も容易になります。スタッフとしては、通勤時間がかか

らず、感染リスクが軽減されることが大きなメリットです」

　一方のデメリットとしては「やはりコミュニケーション不足

が一番の問題です。画面を一緒に見ながら説明ができないな

ど、すぐに解決できないこともあります。でも、個人的には

現場と同じことは不可能だと割り切っていて、小さな規模で

のオンライン懇親会を繰り返したり、常にメッセージを発信

するなどコミュニケーションを確保し続ける姿勢が重要だと

思います」

　さらに、テレワークを長く続けてきたことで、運動不足や

メンタル不調の傾向も見えてきたとのことで、「出勤させて欲

しい」という声も上がってきています。「現在も出勤率 25％

を維持していて、基本的にはセンターへの出社との併用を続

けます。夜間、家族が帰ってくると在宅勤務ができなくなる

ケースもあります。また、密を避けた少人数でセンター勤務

を組み合わせることで、テレワーク鬱などのメンタル面での

フォローにもなると思います」

　この 1 年を振り返って「そんなに変わらなかったというの

が実感で、みんな今の環境に慣れてしまいました」と語る木

村さん。新型コロナという災害に対して、前向きな取り組み

を続けることで新しい環境作りを実現しています。

＊

　次号では、【シリーズ Beyond CORONA】の第三弾として

『Beyond CORONA × 戦略（ニューノーマル）』を予定して

います。コロナ禍がもたらしたパラダイムシフトの中で、社

会の生活インフラとしての認識を定着させる上でコールセン

ターに何が求められるのでしょうか。大手エージェンシーの

皆さまに今後の戦略をうかがいます。お楽しみに。
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コミュニケーション・ヒューマンリソース
センターマネージメント・スクリプト・システム etc.

Q&A
あなたの疑問・質問に お答えします！

コンタクトセンター

前号からの続きを回答します。今までのパンデミッ

クでおきたパラダイムシフトですが、1817 年頃

のコレラの時は社会インフラの整備（下水設備）が進み、

2002 年の SARS の時は EC・運輸・配達手法の発達・拡

大が起きました。

　2021 年現在はと言いますと、消費者に対する企業や

国の経済活動として、非接触、非対面、オンライン化な

どのキーワードが多く見受けられます。また、同時に EX

（Employee Experience）も重視する、リモートワークの導

入、隣席および正面の席を空ける等、社員への環境提供

などのキーワードも多く見受けられます。これらは「3 密

の放置」という評判は企業価値を下げるという側面からの

対策でもあると考えられます。

　このように今回のパラダイムシフトの特徴は消費者の

CX と同時に社員への EX も実施する、または、実施する

必要があるということです。さらに、今までの O2O のオ

フラインをオンラインにつなぐという概念ではなく、オフ

ラインで実施していたことをオンライン上で実現するとい

う経済活動へと大きく変化しています。

　コンタクトセンター業界での AI 活用で、今までと違う

一番の流れは人がやっていたことを AI で代替できないか

という検討の本気度が高くなってきていることです。顕著

A

な例が Voicebot と言われる音声対話 AI によるサービスを

導入検討する企業が増えていることです。これは、消費者

の購買活動が店頭からオンラインに移行していることによ

るセンターへの問い合わせ増加や、オンラインで昼夜を問

わず利用できることが引き金になったと考えられます。ま

た、3 密を防止しながらコール増や 24 時間 365 日対応す

るため、オペレーターに代わり AI を導入して、CX と EX

の両面を実現する目的で導入検討する企業もあります。今

まであった Chatbot の導入も増加傾向にありますが、コロ

ナ禍での問い合せ手段として消費者は電話による対応を

最も望んでいるというアンケート結果もあったことから、

企業側も音声によるセルフサービス対応ができる AI を導

入検討しています。

　さらに今後はオンライン化が加速し、消費者のデータが

今までに以上に企業に集まる傾向となります。そのため、

パーソナライズされた対応が今まで以上にできるようにな

るため、データアナリティクスやテキストアナリティクス

の AI の導入も加速し、より個々にあったパーソナライズ

サービスを提供していく企業が多くなると考えられます。

　まとめますと、「CX」と「EX」を同時に実現することが

今回のパラダイムシフトの特徴で、それらを実現するため

に Voicebot、Chatbot などのセルフサービス型 AI が活用

されていく。そして、オンライン化の加速によりデータア

ナリティクスやテキストアナリティクスの分析系 AI の導

入が加速され、今までより満足度の高いパーソナライズさ

れたコミュニケーションサービスを 24 時間 365 日提供し

ていく企業が増えてくと考えられます。

AI が浸透して数年経ちましたが、実際、ど

のようなコンタクトセンター業務で利用され

ていますでしょうか。また、コロナ禍における今後

のコンタクトセンターおいて AI はどのような領域の

活用が考えられますでしょうか。（前号からの続き）

回答者

熊谷 彰斉 氏
AI コンサルタント

CCAJ スクール
 「ニューノーマル時代におけるコンタ
クトセンターでの AI の企画・導入・
活用講座 ～ニューノーマル ( アフ
ターコロナ ) に対応するための AI( セ
ルフサービス化、オペレーターサポー
ト等 ) の活用について～」講師

各講座の概要・プログラムなどの詳細は、CCAJ スクールホームページまで   CCAJ スクール 検索
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 　人材育成委員会が企画・実施する「スーパーバイザーによる意見・情報

交換会（SV 意見交換会）」は 2019 年 10 月に通算 100 回を数えた協会の人

気活動のひとつです。

　2020 年度は新型コロナを考慮して全 4 回をオンライン形式で開催しまし

た。その内、2021 年 3 月 19 日に行われた「第 106 回 SV 意見交換会」をご

報告します。

2021 年 3 月に「SV 意見交換会」をオンラインで開催しました
コールセンターで働く人の「元気」をひきだす、モチベーションを上げる！

●第 106 回  SV 意見交換会

日時：2021 年 3 月 19 日（金）15：00 ～ 17：00

形式：オンライン (Zoom)

テーマ：コールセンターで働く人の「元気」をひきだす、

モチベーションを上げる！

参加者：7 社 7 名

（インハウス会員 4 名、エージェンシー会員 3 名）

進行役：佐藤光章委員、中野みのりこ委員

感謝の気持ちを見える化（ありがとうキャンペーン）

　モチベーション向上のための組織的な施策と個人的な取

り組みについて情報交換しました。

　組織的な施策として「報奨・表彰制度」「ご褒美ランチ」「個

人実績・勤続年数等に応じたインセンティブ」「職場環境の

改善委員会」「お客様からのお褒めの声の掲示」など多くが

挙げられました。

　スタッフ間の感謝の気持ちを伝える「ありがとうキャン

ペーン」では、Web 版のグリーティングカードサービスを

利用して、季節ものやダジャレなど豊富な種類のカードを

選びコメントをつけて、贈る側・受け取る側双方が楽しん

で行っているとのこと。また Web 版なので在宅勤務者も見

ることができ、センターではモニターに表示しておくことで、

いつでもどこでも見える化できる利点が紹介されました。

　また、コロナ禍ならではの取り組みとして「オンライン

飲み会」を実施し、気軽に短時間で懇親を深めている方も

いました。

あなたはパワーをくれる人？パワーを奪う人？

　モチベーションは職場だけでなく周りにいる人の影響を

大きく受けます。どのような人が影響を与えるのか皆さん

で出し合いました。

＜パワーをくれる人（モチベーション UP）＞

・先輩 SV が自分を律して、周りに流されず、責任感が強い

ので、自分もそうなりたいと思っている

・センターが大変忙しく余裕がない時に「今日はやるよ！や

るよ！」と大きな声で全員に呼び掛けてくれた

＜パワーを奪う人（モチベーション DOWN）＞

・否定的で非協力的な人。色々と考えて気を使う分、労力

がかかり、結局お願いしにくくなる

・愚痴を聞くことも自身の仕事だと思うが、仕事をして当た

り前という言動があるとパワーを奪われる

などが出されて、ファシリテーターから「パワーを与える

人になると、結果皆さん自身にもパワーが中から生まれて

くるようになる」とのまとめがありました。

中野みのりこ委員

佐藤光章委員

　今回の SV 意見交換会の内容を詳しく知りたい方は、「会員専用ページ」にレポートを掲載しています。同ページでは過去に開催

した 76 回分のレポートもご覧になれます。

　さらに「SV 意見交換会」をもとに作成した Q&A 集「コールセンターの課題・問題 100 回で積み重ねた解決策」も掲載しています。

https://ccaj.or.jp/member_top.html会員専用ページ
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◎ CCAJ News のバックナンバーは Web サイトからご覧になれます。（無料）　https://ccaj.or.jp/ccajnews/

◎これまで本誌に掲載していた理事会・委員会報告は、協会の Web サイトで順次公開しています。

CCAJ スクール新講座！ ニューノーマル時代に注目のチャットチャネル

「有人チャットセンターの構築・運用ポイントと人材育成」を 6 月にオンラインで開催

　スマートフォンの普及と LINE をはじめとするデジタル（テキスト）コミュニケーションの浸透により、電話に次ぐチャ

ネルとして「チャット」を導入するコールセンターが増えています。さらに、電話と異なり周囲の音を気にせずお客

さま対応ができることから在宅勤務に適していることでも注目を集めています。

　本講座では、チャットセンターの構築・運用にあたり電話との特性の違いを理解した上で、気をつけるポイントや

課題と解決策などについて、講義とワークを通じて学んでいただきます。

●開催概要
日程：2021 年 6 月 29 日（火）　10：00 ～ 17：00

開催形式 ： オンライン（Zoom ウェビナーを使用します）

受講料 : CCAJ 会員 18,480 円／一般　26,400 円

※ いずれも消費税込・オンライン特別価格

●受講のメリット
1. 有人チャットの基本的な要素、構成を理解できます

2. 運用構築時の必須項目にあわせて自社にあった運用を講座内

で作成できます

3. 在宅を想定し、深堀しておくべき運用ポイントを理解できます

●カリキュラム（一部抜粋）

1. チャット構成の考え方

2. 事前準備

3. 有人チャットセンターの運用構築

4. ケーススタディと Tips

5. 人員アサインと KPI 設計

　詳細やお申込みは以下 URL よりご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。

　https://ccaj.or.jp/ccaj_school/yujin_chat.html

コールセンタースタッフのスキルアップ研修「CCAJ スクール」開講中！
 「CCAJ スクール」は外部の公開講座ならではの特長を活かし、毎年多くの方が受講しています。

ポイント１　コールセンター運営に専門特化した知識・スキルを体系的かつ実践的に学びます。
ポイント２　定期開催されているので、業務の繁閑に合わせて計画的なスタッフ育成が行えます。
ポイント３　他社との情報交換・交流が良い刺激となり、受講者の成長につながります。
講座の内容や日程等は「CCAJ スクール」Web サイトよりご覧ください。　https://ccaj.or.jp/ccaj_school/index.html

　コールセンター・コンタクトセンターにてオペレー
タ、SV 等を経験しコンサル会社を経て Me-Rise を設
立。コールセンターに関わるすべての方々のより良
い未来図を描くことを目的として、業務改善や立ち
上げ支援、AI・チャット導入支援等を実施している。

●講師紹介
株式会社 Me-Rise 代表取締役　東峰 ゆか 氏
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