
コールセンターが目指す
ウェルビーイングとは

　ウェルビーイングは、WHO（世界保健機関：World 

Health Organization）が 1946 年に発表した「健康の定義」

で使われた言葉です。「肉体的、精神的、社会的に、すべて

が満たされた状態」を指しています（5 ページ参照）。日本

語では、幸福、福利、健康などと翻訳されます。

　さらに、スマホなどのデジタル機器を健全に使う「デジタ

ルウェルビーイング」や、2021 年に WHO が憲章化した

「ウェルビーイング社会」への道筋※など、さまざまな意味合

いで使われる言葉でもあります。※ウェルビーイング憲章：私

たちが世界的に直面している複数の健康 ･ 生態系の危機を予防し、

　働き方改革やダイバーシティ、コロナ禍の影響など、働くことの価値観や意識が変化しており、誰もが健全に働け
る職場環境が求められる時代が訪れています。企業とお客さまをつなぐ最前線であるコールセンターは、人が主役で
あり、職場環境改善をはじめES向上に努めてきました。さらに、非対面で要望や心理を読み取りながら応対を行うため、
スタッフのスキルだけでなくメンタルもセンター全体のパフォーマンスに大きく影響するとされています。各社とも、
スタッフのメンタルケアにも取り組んでいますが、誰もがイキイキと働ける環境作りは永遠の課題ともされています。
　そこで、従業員の “満足” だけでなく、より広い視野から従業員の健康的な社会生活を考える “ウェルビーイング”
をご紹介します。ウェルビーイングをコールセンターに取り入れる意義について、株式会社プロシード 代表取締役社
長の根本直樹さんと経営管理部 部長の長内範子さんにお話を伺いました。

【特集】「コールセンターにおける従業員の福利と健康」①

ビジネスパフォーマンス向上を実現するウェルビーイングとは

対応するために何をすべきかを示したもの

　では、人が健康で幸福であることとコールセンターにはど

のような関係があるのでしょうか。また、ウェルビーイング

なコールセンターとはどのようなもので、何をもたらしてく

れるのでしょうか。

　2021 年 2 月に開催した CCAJ コンタクトセンター・セミ

ナー 2021 で「目指すは ES ／ EX に満ちあふれた、ウェル

ビーイングなセンター構築 〜コロナをはじめとする環境変

化にどう立ち向かうか？〜』と題したセッションに、モデレー

ターとして参加いただいた株式会社プロシードの根本直樹

さんと、同社が主催する Well-being CUSTOMER CENTER 

AWARD 担当の長内範子さんに、コールセンターが目指す

ウェルビーイングについてインタビューしました。
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◇ 特集
　 「ビジネスパフォーマンス向上を実現
　 するウェルビーイングとは」
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一般社団法人  日本コールセンター協会 会報日本コールセンター協会 会報

2022年10月号

Vol.307

11



株式会社プロシード 代表取締役社長
根本 直樹 さん

著書「カスタマーサービス組織進化論」
（プレジデント社刊 2022 年 3 月発行）

従業員満足度と同根ながら
さらに未来を見るウェルビーイング

　幅広い使われ方をするウェルビーイングですが、ビジネス

パフォーマンスに特化したウェルビーイングを目指すと根本

さんは話します。「ウェルビーイングは、良いコンディショ

ンで何かを実現しようという意味で使われる言葉です。社会

や福祉、医療など、発信する分野によって意味が違いますが、

ビジネスの世界でも注目されています。近年の研究によると、

ウェルビーイングな職場環境では、“長く職場にいてくれる”

“イキイキ職場で活躍してくれる” といった結果が出ていま

す（5 ページ参照）。そこでプロシードとしては、ビジネス

パフォーマンスを向上させるためには何が良いコンディショ

ンなのかを考え、その結果としてウェルビーイングを実現し

ていくことを提唱しています。この場合、“働きがい” と表す

こともできるでしょう」

　働きがいと ES との違いを伺うと、「従業員満足度は “働き

やすさ” と表すことができます。働きがいは、肉体的、精神

的、社会的に、すべてが満たされた状態で働き続けられる取

り組みです。そこには働きやすさも含まれますので、ESとウェ

ルビーイングとは同根異才の考え方と言えるでしょう」と根

本さんは説明します。

　同じ根幹ではあるものの、両者には大きな違いがあると根

本さんは指摘します（5 ページ参照）。ES 向上には、働き方

改革や健康経営、カスハラをはじめとするハラスメント対策

など喫緊の課題が含まれます。これらは、主に企業側が用意、

提供するケースになります。個々人では対応しきれない部分

での課題を解決することで、働く環境をより良くしようとす

る取り組みです。従業員の意見を取り入れながらも、どちら

かというと企業から与えるイメージがあります。一方のウェ

ルビーイングは、一緒に築き上げる姿勢が重要となります。

会社と従業員、さらに顧客まで巻き込むことで、すべてを健

康で健全な状態にしようとする取り組みです。

 「従業員の満足度を上げるには、まず困りごとや要望を改善

する必要があります。これは、今まですべてのセンターで取

り組んできたことであり、引き続き重要さは変わりません。

さらに進んで、幸福度を上げるウェルビーイングでは、企業

と従業員がしっかりと話し合いながら、独自の解決方法を見

つける必要があります」

　何が良いコンディションなのか、それぞれの立場で価値観

は違います。個人の考え方だけでなく、年齢や役職、センター

の役割、企業風土でも目指す方向は違ってくるでしょう。根本

さんは「良いコンディションの実現について、究極の答えはあ

りません。スタッフそれぞれの環境や目的を聞いて、ひとつず

つ改善していくしかないのです。双方向で循環させながら継

続して取り組んでいくことが最も重要です」と説明します。

アワードの結果に見る
ウェルビーイングなコールセンター

　プロシードでは、2021 年から「Well-being CUSTOMER 

CENTER AWARD」を開催。従業員アンケートをもとに最優

秀センターを選出し、その結果を公表しています。

　アンケートによる診断において、カスタマーセンタース

タッフのウェルビーイングを実現するために重要な要素とし

て、以下の 7 項目を挙げています。

①学びと成長：仕事を通じて成長 / それを実感しているか

②認め合い：互いに認め合い、役立てていると感じているか

③チーム力：心理的安全性を基にした協力的な関係があると

感じているか

④能力の発揮：自身の役割を理解し、意思をもって行動でき

ているか

⑤会社との信頼関係：会社と従業員、双方向の良好な関係が

あるか

⑥健全な職場：働きやすい環境か、従業員自身もさらに良く

しようと感じているか

⑦ワークライフサイクル：仕事と私生活はプラスの循環であ

るか
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株式会社プロシード 経営管理部 部長
長内 範子 さん

Glad Street 編集長
https://gladstreet.jp/

　これが、ウェルビーイングなコールセンター構築に求めら

れる具体的な取り組みです。これらの各項目の満足度を高め

ることで「会社から与えられた体験だけでなく、自分自身の

行動についても肯定的に知覚することにより、仕事の時間を

イキイキと過ごすことができるようになり、ワークとライフ

に正の循環が生まれ、幸福度が高まる」と指摘します。

　2021 年度における「センター従事者の幸福度」について

は「センター従事者の幸福度は低くもなく、高くもない」「ポ

ジションや雇用形態、業界といった属性による影響は出てい

ない」「センター単位で差異は大きく出た。マネジメントや

業務タイプ、人間関係など内部環境が影響している可能性が

ある」との結果が出ています。

　さらに、7 項目におけるポジティブ評価の割合を見ると、

①学びと成長：39％、②認め合い：27％、③チーム力：

39％、④能力の発揮：33％、⑤会社との信頼関係：33％、

⑥健全な職場：51％、⑦ワークライフサイクル：29％となっ

ています。

　根本さんは「“⑥健全な職場” というのは快適なセンター

環境であり、これまでの ES の延長にあるもので、すでに多

くのスタッフが満足していると考えられます。一方で、会社

から必要とされている、同僚を大切に思えるといった “②認

め合い” や、睡眠や運動といった “⑦ワークライフサイクル”

の数値が低いことは、センター内でのコミュニケーションや

私生活への配慮などにまだ不満が残っていることを示してい

ます」と分析します。

　長内さんによると「アンケート結果を見ると、ウェルビー

イング意識の高いセンターでは、SV もコミュニケーターも

“うれしい” “ありがとう” というコメントが多く、意識が低

いセンターでは、“質問がしづらい” “設備も大切だがそれよ

りも人との関係をどうすれば良いのか悩んでいる” といった

声が多くありました。

　アンケート後も研究会を継続しているのですが、ウェル

ビーイングに積極的なセンターでは、コミュニケーション

に時間をかけていて、ざっくばらんにヒアリングすることで

困ったことを言いやすい環境を作っておられます」とのこと

です。

コアな人材を育成するためにも
ウェルビーイングな環境作りは不可欠

　プロシードでは、アワード後も参加企業との研究会を続け

ているとのことで、そこで話題に上ったのが、あるセンター

長のポリシーでした。「20 以上のカスタマーセンターがある

組織の中で、2 年連続してトップクラスの販売成果と ES 診

断結果を出したセンターがありました。そのセンター長が自

ら、毎日、コミュニケーター全員と話をするというのです。

会社からの要望はコミュニケーターにとって必ずしも喜ばし

いものばかりではなく、負担や不満につながる場合もありま

す。そういうお願いを SV やリーダーに押しつけるのではな

く、直接、会社の考えを伝えて、さらにコミュニケーターの

意見を聞くようにしているとのことです。そのセンター長が

他のセンターに異動になると、そこがまたトップクラスの成

績を収めるとのことで、経営層も含めたマネジメントの意識

と取り組みが、ウェルビーイング実現に不可欠であるとわか

る事例だと思います」と根本さんは説明します。

　SV やリーダーに押しつけてしまうと、そこにまた不満が

たまります。センター長が責任を果たすことで、SV やリー

ダーも本来の業務にさらに専念することができます。コミュ

ニケーターだけでなく、他のスタッフのウェルビーイングな

環境に近づきます。センター長ご自身も、すべてのスタッフ

の意見を聞けること、その結果として大きな成果を上げてい

ることに、満足を感じているのではないでしょうか。

　アワード参加企業に限らず、ウェルビーイングを意識した

コールセンターを目指す企業は増えていると根本さんは言い

ます。「ウェルビーイングという言葉は、日本語でないこと

もあって、まだそれほど浸透していないと思っています。私

たちが目指しているのは、カスタマーサービスを通じて社会

を幸せにすることであり、そのために顧客や従業員を起点と
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したハッピーなエコシステムの構築を提案しています。その

旗印として “ウェルビーイング” を掲げているのです。ワー

クエンゲージメントなど、他の表現もありますが、同じよう

な考え方を持つ企業が増えていますし、最初からウェルビー

イングなコールセンターを構築すべきだと考える経営層も増

えていると思います。

　最近、私自身が感じているのが、自社のコールセンター部

門をインハウス的な存在にしていこうという流れです。FAQ

やチャットボットをはじめとするデジタル化が加速すること

で、リアルでやっていくコア人材の重要性はさらに高くなり

ます。これからの顧客が求めるのは AI が解決できるといっ

たものではなく、どんなに技術やサービスが進化しても、人

でなくては解決できない問題が増えていくと考えられます。

単純なところはデジタルで対応しますが、それぞれの企業に

合わせた経験の育成が不可欠になります。そういう人材には、

幸せな環境で働いていただくことが最も大切なのではないで

しょうか」と話します。

企業、従業員、顧客すべてが
ウェルビーイングになれるように

　ウェルビーイングとは従業員を大切にすることであり、さ

らにその先のお客さまも幸せになっていただこうという考え

方だと根本さんは話します。「従業員の幸福度が高い状態の

カスタマーサービスがより良い対応をすればするほど、お客

さまは感謝と幸せを感じるでしょう。さらに、その反応を感

じることによって、オペレーターが幸せな気持ちになります。

その姿を見た SV やリーダーも幸せな気持ちになります。こ

ういった好循環を生み出すことができれば、社会インフラで

あるカスタマーサービスは、幸せを産み出すエンジンになり、

この仕事の社会的な価値が高まると信じています」

　それを実現するためには、経営層やマネジメント層が意識

を持ち、適切なメッセージを発信することが重要だと指摘し

ます。従業員を大切にすると文字や言葉で表すことが、スター

トラインに着くための宣言になるというのです。

 「現在、イギリスのインターナショナル・カスタマー・エク

スペリエンス協会（ICXI）と共同で、顧客体験の継続的な改

善にも取り組んでいますが、お客さまも一緒にウェルビーイ

ングになるには、販売者やコミュニケーターに敬意を払って

いただくことが必要です。それにはまず、従業員を大切にし

ているのでお客さまも敬意を払ってくださいと、経営層が宣

言することが大切です。難しい部分もありますが、決して不

可能ではないと思います」と根本さん。長内さんも「まず健

康であることが、精神にも良い影響を与えます。スタンディ

ングデスクを用意したり、午後の仕事に影響しないように

糖質を減らしたウェルビーイング・メニューを考えたり、セ

ンター内でもウオーキングできるようにすれば、帰る頃には

もっと健康になっているかもしれません。そんなちょっとし

たことからでも、ウェルビーイングには取り組めると思いま

す」と話します。

 「お客さまもコミュニケーターも他のスタッフも、すべて同

じ生活者です。考え方は違っても、すべてがウェルビーイン

グな環境にいられることは幸せなことです。コールセンター

が、その起点の一つになることを願っています」

　働きがいを持てる職場に幸せがあることは間違いありませ

ん。今後、その取り組みは、さらに重要度を増すでしょう。

その一方で、根本さんも指摘するように、ストレス解消やハ

ラスメント対策など、負の要素の改善も喫緊の課題です。次

号では、ストレスマネジメントや厚労省のカスタマーハラス

メントマニュアルなどについてリポートします。

ウェルビーイング・カスタマーセンター・アワード の 3 つのプログラム

アワードの特徴

に関連する弊社の つのプログラム
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診断 研究会
実現のために、

実際にセンターで本テーマを
推進するメンバーが集まり、
業界内外事例の活用方法について
学び・討論する会

を実現するために
重要になる 要素を中心とした
アンケート調査により、
ウェルビーイング実現のために
集中すべき領域が把握できる診断

診断を実施した
センターの結果をまとめ、
日本国内で最も幸福度の高い
センターを決めるアワード。
統計結果をまとめた白書も発刊。
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●ウェルビーイングとは
　ウェルビーイングは、世界保健機関憲章前文で使われた言葉で、日本 WHO 協会では以下のように仮訳しています。
“well-being” とはすべてが満たされた状態と言えますが、ウェルビーイングの厳密な定義や日本語訳は決まっていな
いとされています。

●ウェルビーイングとビジネスパフォーマンス
　ウェルビーイングは、ビジネスの世界でも注目されています。

●ウェルビーイングと ES（従業員満足度）の関係
（プロシードの Well-being 説明資料から）

●プロシードが提唱する、ウェルビーイング実現のための 7 つの要素

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infirmity.
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、
そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。

○長く職場にいてくれる
幸福度の高い人は職場において良好な人間関係を構築しており、転職率・離職率・欠勤率
はいずれも低い。

○イキイキ職場で活躍してくれる
主観的幸福度の高い人はそうでない人に比べて創造性は 3 倍、生産性は 31％、売り上げ
は 37％高い。

（引用元：米イリノイ大学心理学部名誉教授、エド・ディーナーらの研究論文）ウェルビーイングとは

従業員満足度と同根異才の考え方

従業員満足度 従業員

会社が与えてくれる

職場の範囲で改善
（プライベートは別物）

一方通行

分断

一過性
そのタイミングでの満足

（不満を減らす）

一緒につくっていく

生活が仕事へ好影響
（仕事が生活へ好影響）

双方向

循環

継続的
継続的な幸福度
（満足を高める）

働きやすさ
「働きかた改革」

「健康経営」

「 」

「幸福度」
働きがい
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① 学びと成長：仕事を通じて成長 / それを実感しているか
② 認め合い：互いに認め合い、役立てていると感じているか
③ チーム力：心理的安全性を基にした協力的な関係があると感じているか
④ 能力の発揮：自身の役割を理解し、意思をもって行動できているか
⑤ 会社との信頼関係：会社と従業員、双方向の良好な関係があるか
⑥ 健全な職場：働きやすい環境か、従業員自身もさらに良くしようと感じているか
⑦ ワークライフサイクル：仕事と私生活はプラスの循環であるか
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新入会員のご紹介

　弊社は 2010 年に創業し、コールセンターに特化した人財アウトソースとテレマーケティング事業を柱として、事業展

開してきました。昨今、目まぐるしく変化する情勢の中、BPO 事業、コールセンターオフィスリースなど変化するニーズ

に合わせて新しい事業もスピード感もって展開しております。これから人財アウトソース、BPO ともに、全国へエリア展

開すると同時に、既存事業に捉われず、パートナー企業様の課題に沿った新しいサービスを作りあげ、社員一同、サービ

ス価値を高めていきます。

株式会社トライバルユニット
 代表取締役社長　田中 智幸
 札幌市中央区大通西 9 丁目 3-33 キタコーセンタービルディング 3 階
 https://trybalunit.com/

新入会員のご紹介

株式会社ゼロインフィニティ
 代表取締役　東山 広樹
 大阪府大阪市中央区南本町 3-1-12 カネセ中央ビル 7 階
 https://zeroinfinity.co.jp/wp/

　私たちは、ゼロインフィニティは 2017 年に設立の業務委託コールセンターです。

　参入業界として、通信キャリアの窓口、タクシー配車など各種アプリ、通販受付、近年流行のフードデリバリーなど、

各種カスタマーセンターでの業務委託実績がございます。

 『感謝・縁』の社是の下、すべての皆様に感謝し、人と人をつなぎ、すべての皆様の笑顔が溢れる幸せの架け橋になるよ

う注力しております。

 『すべての皆様に、数分間の感動を』　1 人でも多くの幸せをお届けし、社会に貢献していきます。

新入会員のご紹介

　弊社はティー . ティーコーポレーション株式会社の一事業部として 2007 年に通信事業者様のコールセンター、BPO 事
業に参入し、2017 年に子会社化して本格的にコールセンター事業の立ち上げに励んでおります。
　今では通信業界のみならず、電力、不動産やハウスクリーニング、浴室乾燥機メーカー、教育業界等、幅広い分野のク
ライアント様よりコールセンターおよび BPO 事業を受注させていただき、名古屋、福岡、東京に約 270 席の自社センター
を構築しております。
　今後もアウトソーサーとして機会に感謝し、ベンチャーとして業界を盛り上げていけるよう、CCAJ に加盟する先輩方
の声に耳を傾け邁進していく所存です。

株式会社 T3 マーケティング
 代表取締役　峯岸 文雄
 東京都新宿区西新宿 8-15-17 住友不動産西新宿ビル 2 号館 4 階
 https://www.t3m.co.jp/
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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.

QQ&AA
あなたの疑問・質問に あなたの疑問・質問に お答えします！お答えします！

コンタクトセンター

話し言葉と書き言葉の違いを例文等を使って教え

ていくと良いと思います。普段電話対応を行って

いる方をアサインする場合には、話し言葉と書き言葉の

違いに驚かれると思います。特にベテランということで

あれば電話対応の言い回しに慣れていらっしゃると思い

ます。

　書き言葉を使えるようになること、また短文で表現す

ること、無駄を省きシンプルにパっと見て理解できる内

容にすることが重要です。

　お客様にとっては見やすく・わかりやすい構文ではな

いとまず「読んでくれない」方がほとんどです。皆さん

も普段スマホ等でニュースを読む際、全文読んでいるで

しょうか。恐らくパっと見て情報を得ていると思います。

　どんなに丁寧で気遣いがあっても、「長文を書く」とい

AA

うことがリスクであることを理解し、シンプルな対応を

心がける必要があります。

　上記は例文を使って教えます。その後、問題集を作成

し解いてもらって、しっかり慣れていただき、実際のロー

プレで実践、確認すると良いと思います。

　ベテランスタッフであれば座学＋ロープレでおおよそ

5 日間程度の研修で問題なく着台できると思います。ア

サイン前に書き言葉の問題（読解力、説明力）を解いて

もらって素質を確認するのも良いと思います。

　評価に関しては電話対応時のモニタリングと同様に、

チェックしたい項目をモニタリングシートとして作成し、

FB を実施すると良いと思います。まずは教えたことがで

きているかを評価していきましょう。

　また、着台後にフォローアップ研修を実施する場合に

は、読解力（お客様の入力してくる文章の意味から、適

切な解を導き出せるか）を鍛えていく研修が良いと思い

ます。

　チャットログをチェックしていくと、お客様の本来の

質問と、オペレーターの回答がかみ合っていないケース

があります。そのような意思疎通がうまくできていない

ケース等を題材にフォローアップ研修を将来的に入れて

いくと、さらにオペレーションが強化されると思います。

チャット対応センターを初めて立ち上げる
ことになりました。今まで電話対応のオペ

レーターとして稼働していたベテランスタッフをア
サインする予定です。
　オペレーターの教育を進める上でどのような点
に気をつけて実施すべきでしょうか。また、評価
の実施方法やポイントについても教えていただけ
ますでしょうか。

QQ

回答者

東峰 ゆか 氏
株式会社 Me-Rise
　代表取締役
　
　

CCAJ スクール
「有人チャットセンターの構築・

運用ポイントと人材育成
～ニューノーマル時代に注目される在宅チャットのコツも含め構
築・運用のポイントを学ぶ～」講師

東峰ゆか講師が担当する講座のご紹介
有人チャットセンターの構築・運用ポイントと人材育成

～ニューノーマル時代に注目される在宅チャットのコツも含め構築・運用のポイントを学ぶ～

講座紹介

　在宅に適しているチャット対応は昨今ますます注目されており、構築・運用のニーズが高まっています。
　しかしながらオペレーションは電話とは違い、文章を使いかつリアルタイム性が必要な業務。どのようなポイントに気を付け
て構築をしたら良いのか、また運用で困ることは何か、当講座にて解説。ワークを利用し実際に自社に適した運用を考え、持ち
帰れる講座となっています。

https://ccaj.or.jp/ccaj_school/index.html
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　◎ UD（ユニバーサルデザイン）フォントを使用しています
◎グリーンプリンティング
　総合的に環境配慮されたと
　認められる印刷製品です

◎ FSC 認証
　FSC® 認証材、再生資源、
　その他の管理原材料から
　作られています

◎ベジタブルオイルインキ
　環境にやさしい植物油
　インキを使用しています

 TOPICS 正会員数：227227社
（2022 年 9月5日現在）

日本コールセンター協会電話相談室日本コールセンター協会電話相談室 03-5289-0404 受付時間 10:00 〜16:00
( 土曜・日曜・祝日を除く )

「第 11 回 CCAJ 会員交流会」を
今年は集合・オンラインのハイブリッド型で開催します。

　毎年恒例の「CCAJ 会員交流会」を今年は 10 月 18 日（火）に開催します。今回も 2 社の会員から「蓄積デー
タの利活用」ならびに「AI によるセキュリティリスク対策」について講演いただきます。コロナ禍の先を見据えた
コンタクトセンターをデザインする上での羅針盤として本交流会をご活用いただければ幸いです。会員各社のご参
加を心からお待ちしております。※今年度は集合・オンラインのハイブリッド型

◆開催概要
日時：2022 年 10 月 18 日（火）　15：00 〜 17：45
会場：UDX AKIHABARA（最寄り・秋葉原駅）
　　　※オンライン講演会併催
詳細・申込：https://ccaj.or.jp/event/kaiin_kouryu_20221018.html

◆第 1 部　講演会（15：00 〜 16：30）
　【会場】or【オンライン】
　 講演社：エス・アンド・アイ ( 株 )
　　　　　 シンプレクス ( 株 )
◆第 2 部　懇親会（16：45 〜 17：45）【会場のみ】

お問合せ：株式会社東京システムリサーチ（担当：添谷、奥村）

：

セルフトレーニング～ 活用でオペレーター教育の品質向上～

新人オペレーター教育でお困りな方は
こちらで検索！

セルフトレーニングの
詳細はこちら

オペレータ―育成・
定着への対策

『育成の負荷低減』
『応対品質の向上』
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