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１．はじめに 

消費者と企業の接点はいまやマルチチャネル化している。従来からの対面と

2002 年頃を境にコンタクトセンターは非対面の電話だけでなく、Web や Eメー

ルなどさまざまな媒体によるマルチメディア化が進み、最新のシステムやツー

ルを導入しながら急速な発展を遂げている。これにより、コンタクトセンター

の名称も電話を主体としたコールセンターから、さまざまな接点を意識したコ

ンタクトセンターに変わってきている。しかし、複数のチャネルの出現により

コンタクトセンター環境はますます複雑になっている。コンタクトセンターの

理想像は、迅速かつ滞りなく多様化する消費者からの要望に応え、顧客満足度

の向上分析とそれぞれの顧客に応じたカスタマーサービスを実現し、人件費を

抑えながら、経験豊富なスキルの高いコミュニケーターによる、コンタクトセ

ンターの利益捻出とワンランク上の顧客へのサービスを提供することである。

マンパワーなくしてコンタクトセンター運営は考えられないが、実際コミュニ

ケーターの離職は他業種に比べて非常に高く、スキル・能力の高い人材の確保

が困難を極め、慢性的な人材不足はあらゆる業種のコンタクトセンター共通の

悩みである。 

そこでいかにコミュニケーターの離職を食い止めるかが課題となってくるが、

この有効な解決手段として考えられるのが ITソリューションの活用と企業内

におけるコンタクトセンターのポジションの明確化である。企業経営における

コンタクトセンターの役割はもう既に無視はできない程になっており、コミュ

ニケーターのモチベーションと顧客満足度を向上させる ITソリューションの

導入は、各コンタクトセンターにとって重要性が高い。今やコンタクトセンタ

ーは企業の経営戦略を支える重要な柱の１つとして、顧客の生の声を収集して

商品開発やサービス改善などに生かす役割や、経営層や関連部署に情報発信す

る拠点として位置づけられている。またコンタクトセンターでの応対品質が、

企業の姿勢と捉えられるなど非常に重要な役割を担うようになっており、それ

がイコール顧客が持つ企業イメージになってしまう。したがって、企業組織全

体がコンタクトセンターは何を担っているのか正しく理解をする必要がある。 
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しかし、個々の ITソリューションのコンタクトセンターにおける必要性や

導入プロセスなどをわかりやすく詳細に説明したものが存在していないのが現

状だ。それぞれのコンタクトセンターの業務に合った IT環境を構築できるか

否かは、オペレーションのパフォーマンスのみならず、コミュニケーターのモ

チベーションやスキル成長のスピードにも大きく影響する。しかし、実情は十

分な環境が整えられているコンタクトセンターはまだ少なく、また、ITソリュ

ーションを現場業務で十分使いこなせていないことや、投資対効果が十分に把

握できないなど深刻な問題を抱えているコンタクトセンターも多い。 

そこで、本｢コンタクトセンター・ソリューション・レポート」は、コンタ

クトセンター運営に必要とされるさまざまな ITソリューションをテーマ別に

分け、詳細にわかりやすく紹介した業界初のレポートである。本レポートの作

成にあたり、音声アプリケーション性能監視サービス「VoiceWatch」やコンタ

クトセンター統合監視システム｢OneSight for ContactCenters｣などの通話品

質管理ソリューションを提供するエンピレックス株式会社には、導入事例やソ

リューション資料の提供などにご協力いただいた。本レポートが、コンタクト

センターで通話品質管理ソリューションの導入を検討されている皆様の参考に

なれば幸いである。 
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２．コンタクトセンター・ソリューション・レポートとは 

いかに利益を生み出すか？これはどの企業でも永遠に追い求めているテーマ

である。生産性の向上、コスト削減は勿論だが、コンタクトセンターにおいて

キーとなるのはコミュニケーターである。そのためにコミュニケーターのスト

レス軽減のためさまざまな取り組みが各コンタクトセンターでなされている。

その１つがコンタクトセンター・ソリューションの活用である。本来、コンタ

クトセンターの IT環境は、コミュニケーターやスーパーバイザーにとっての

使い勝手はもちろんのこと、その活用によりコンタクトセンターのパフォーマ

ンスを向上させ、同時に品質も向上させることが目的である。しかし、その一

方で「業務に合わず使い勝手が悪い」、「投資したが効果が出ず、高くついて

しまった」、「現場でうまく活用できず、余計な機能が多い」などといったシ

ステム導入に関する不満も多く耳にする。このような状況が生じるのは、ユー

ザー企業側で導入目的が的確に絞り込めていなかったり、ソリューションベン

ダー側が導入するソリューションについて十分な説明ができていない場合が多

い。一般にコンタクトセンターで使用するシステム構築にあたっては CRM パッ

ケージの利用と既存のアプリケーションパッケージの組み合わせをするケース

がある。CRM パッケージをそのまま利用できればよいが、多くの場合、既存の

パッケージを、ユーザー企業の業態に合わせてカスタマイズして導入される。 

各コンタクトセンター共通の基本ソリューションの要素はある。しかし、そ

れぞれの企業の方向性や考え方によって独自なカスタマイズの必要性があり、

ソリューションを提供する企業がコンタクトセンターの実情に精通していない

ケースもあるので、ユーザー企業はソリューション企業の勧めるままに導入す

るのは危険であり、慎重に検討する必要である。その際の手引書として、本レ

ポートは、個々のソリューションの必要性、導入プロセスなどをわかりやすく

説明し、各ソリューションの総論から実例を交えた各論へ話を進めていくと同

時に、コンタクトセンター運営上の課題も盛り込んでいるため、担当役員から

現場のスーパーバイザーに至るまでそれぞれの視点からわかり易い構成になっ
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ている。さらに、代表的な製品を例にとって、導入のプロセスや導入後の運営

の進め方なども具体的に解説した。 

コンタクトセンター・ソリューション・レポートの主な特徴は、以下の通り

である。 

１．コンタクトセンターに必要とされる個々の ITソリューションを約 50～60

ページのボリュームで掲載 

２．個々の ITソリューションの必要性から、導入プロセス、留意点まで代表

的なソリューションを例に具体的に解説 

３．本レポートの PDF 版を当社 Web サイト「@CCM」

（http://www.atmarkccm.com/solution/）から、無料ダウンロード可能 
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３．コンタクトセンターを取り巻く運営上の課題 

今日、コンタクトセンターでは、電話、Web、Eメールなどさまざまな媒体が

併用利用され、マルチチャネル化が余儀なくされている。また、各企業で扱う

商品・サービス自体もその数が増えるとともにより複雑になっている。これら

のさまざまな要素によりコンタクトセンター運営がますます複雑になってきて

おり、コミュニケーターは高度なスキルや業務知識を要求され、センター長や

マネージャーには『お客様が満足』する環境作りを迫られている。業種が異な

っても大半のコンタクトセンターはさまざまな運営課題に頭を悩ましており、

しかも、何からどのように着手したらよいかわからないのが現状だ。 

図３－１ コンタクトセンター運営上の課題 

 

図３－１は、社団法人企業情報化協会が調査したコールセンター／コンタク

トセンターにおける運営上の課題の実態調査である。これによると、「要員管

理の徹底による人件費削減」や「オペレーション効率の向上」といった生産性

に関する課題、コンタクトセンターの要になる「スーパーバイザーの採用・育

成」や「オペレータの定着率向上」といった教育・研修に関する課題、「顧客

の問題解決力の向上」といったセルフサービスに関る課題、「顧客ニーズの把
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握・分析の強化」や「社内他部門との連携強化」といったコンタクトセンター

がコストセンターからプロフィトセンターとしての地位を確立するための社内

貢献といった課題などが見られる。 

また、これ以外にコンタクトセンター運営上考えられるブレークダウンした

課題は、「コミュニケーション不足」、「人手不足」、「研修体制の不備」、

「顧客への応対がまちまちで統一性がない」「応対品質水準が不明確」、「経

営陣の無関心」、「業務の煩雑さ」、「伝達がスムーズにいかず、情報が周知

徹底されない」、「離職率が高い」、「劣悪な職場環境」、「ITの不備」、

「メンテナンスが追いつかない」――などが挙げられる。これらの課題はすべ

て単独の問題ではなく、相互に影響することにより複雑になり、コミュニケー

ターのモチベーション低下に直結している（図３－２）。 

 

図３－２ 相互に影響するコンタクトセンター運営上の課題の例 

これらのさまざまな課題解決には、先にも述べたが、業務の中でシステム化

できるものについては最適なシステムを導入すると同時に、コンタクトセンタ
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ー全体のモチベーションを高めるハードとソフトの両面からの仕組み作りが必

要である。他者からの無関心はやる気をそぎ、モチベーションを低くさせる。

しかし、各企業の経営層のコンタクトセンターに対する認識にはまだ温度差が

あるが、コンタクトセンターを企業の顔と捉え、電話・メール・Web などのチ

ャネルを通じて集められた顧客の声に着目し、それを経営戦略に生かすことに

注力している経営層も増えている。 

これらの顧客に対してしっかりとしたビジョンを持った企業の中には、顧客

と第一線で接するコンタクトセンターの重要性を把握し、コンタクトセンター

が経営に直結しているケースも伺える。この実現には、コミュニケーターや SV

などの日常の業務を支援するとともに、センター長や経営層が状況把握や戦略

策定を的確･迅速に判断するための支援などに ITソリューションを上手く活用

していくことが必要である（図３－３）。コンタクトセンター・ソリューショ

ン導入は経営層が将来どういう形で未来像を描いているかがメインファクター

となっていると言えよう。 

 

図 3－３  ＩＴソリューションの位置づけ 



 

10 Copyright©2009, CCM Research Institute, Ltd. all rights reserved                                                    

４．コンタクトセンター運営課題を解決する IT ソリューシ   

ョン 

さて前項の『３．コンタクトセンターを取り巻く運営上の課題』でも述べた

が、コンタクトセンター運営を取り巻くそれぞれの課題は複雑に連鎖し合って

おりすべて相関関係にある。それゆえに、１つのコンタクトセンター・ソリュ

ーションでいくつかの課題の連動解決が可能である。しかし、どのコンタクト

センター・ソリューションを導入するかの選択には、苦慮するところである。 

まず、最初にすべきことは、「目的を明確にし、何が抜本的原因か」を正確

に見極め、手順を踏んで考えることである。要するに、望ましい段階を踏んで、

系統立てた手法で考察した結果、そのコンタクトセンターにベストマッチした

最適なソリューションに初めて出会うことができる。 

図 4－１ コンタクトセンターで必要なさまざまな IT ソリューション 

  

ここで注意すべき点は、例えば、コミュニケーターの離職やあふれ呼の増加

といった「目先のテーマ」だけに捉われないことである。小手先で解決を試み

ると、新たなルールと既存のルールに矛盾が生じる可能性がある。包括的に解

･通話品質管理ツール 
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決するビジョンを持たないと、よりいっそうコミュニケーターに迷いや躊躇を

感じさせ、モチベーションが下がり、さらなる課題が増えることになる。課題

は単なる表層にしか過ぎず、課題の抜本的原因に手をつけなくては、単なる対

応療法になってしまい、やはりコミュニケーターのやる気をそいでしまう。 

コンタクトセンターが直面している問題をまず洗い出すと同時に他に見落と

しがないか自問自答し、その問題の本質をきちんと見極めたコンタクトセンタ

ーのミッションを持つことだ。焦点がぼやけてしまうと問題の一部だけに注目

したり、根本的でない問題を意味もなく検討を重ね、無駄な時間を費やしてし

まう。確固たるミッションもなく、新しい情報を仕入れては「うちのコンタク

トセンターには無理だ」と思い込み、また新たな情報を探したり、やみくもに

行動したりという負のループに陥ってしまう。その結果、いつまでも状況は変

わらず、同じ失敗を繰り返したりすることになる。この際の目的は、ITソリュ

ーション導入ではなく、コンタクトセンターの今後をどのようにしたいかもう

１つ上の階層で考える必要がある。 

 次に明確になった課題を要素に分解する。この際注意すべき点は、全体像を

しっかり把握し、全体像を構成している要素の整理を念頭におくことである。

また、展開が的確でも、その展開に組み込まれた情報が間違っていると、導か

れる結論も当然間違ったものになってしまう。 

この後、本質的な問題を抽出し、さらに詳細に検討していく。問題が判明し

たら、解決方法を考察する。解決策は考えられる限りリストアップする。しか

し、ただ漠然と選択するのではなく、現状のタイミングやコスト、実現可能の

有無を考慮する。そこで、リストアップされたものをシステマティックに項目

ごと（センター内要因⇔センター外要因、人的要因⇔テクノロジー的要因、直

接的要因⇔間接的要因など･･･）に分類し、なんとなく考えていたときには気

づかなかった課題が何によって誘因されているかを明白にする。その結果、も

しかしたら、最適なコンタクトセンター・ソリューションがあるかもしれない

し、その反対にコンタクトセンター・ソリューションだけが解決策ではないか

もしれない。要するに可能な限り客観的に打開策を考える必要がある。 
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したがって、「このコンタクトセンター・ソリューションを導入することが、

考えられる多くの手段の中で最もミッションを実現するという目的に合致して

おり、かつ導入が可能で、コストに見合う」と判断できるのなら着手すべきで

ある。しかし、そうでないなら「ほかの手段やほかのコンタクトセンター・ソ

リューションを採用した方がよい」という柔軟な姿勢で検証をして見直す勇気

も必要である。最終的に何が、課題を解決するかが判明したら、目的に合う最

適な方法での実行にシフトする。さらに、既存のメカニズムからの移行には、

コンタクトセンターミッションを常に掲げ、細心の注意を払い顧客への影響は

最小限に留めなければならない。 

また、【計画】→【実行】→【検証】→【改善】→【計画】…PDCA（Plan-

Do-Check-Action）サイクルを全工程で常に意識することで、目的がぶれなく

なる。その上に、方向性が決まった後でも定期的にコンタクトセンターの現状

把握のためにも有効であり、その都度コンタクトセンターの現状点検ができる。 

図４－２  最適なコンタクトセンター・ソリューションの選び方 



 

                                                        
13 

最後に、誰がこのプロジェクトを推進するかだが、理想的な構成はあらゆる

視点での課題を表面化させ、極力多くの立場の見解を得るためにもコンタクト

センター運営に携わっているコミュニケーター、インストラクター、スーパー

バイザー、マネージャー、センター長、経営層など各職務からの参加が順当で

あり、取りまとめを包括的に行う中心的役割の人材の選定も要する。見解が偏

らないために最低でも各職務から１名以上の選出が望ましく、それぞれが各自

の職務の同僚からの意見の吸上げも担う。日々の業務に翻弄され、なかなか客

観視できないという実情があるのはどこのコンタクトセンターでも同様である

が、同じ目的に目を向けることにより、本来それぞれがさまざまな役割を担っ

ているメンバーが力を合わせてよりよいコンタクトセンターにするという参画

意識を持ち、連帯感や結束が強くなり二次的効果が生まれ、今までとは異なっ

たコンタクトセンター運営環境も可能になる。なによりも、自分の考えをコン

タクトセンター運営に反映されたと感じれば、自分の存在価値を見出せ、仕事

のモチベーションもあがり、自信にもつながる。 

 運営課題を解決する切り口の一例を述べてきたが、図４－２のような手順を

踏めばコンタクトセンターで今後どのようにするかの方向性が決まり、ITソリ

ューション導入の段となっても全員が何らかの形で関わって共通認識をしてお

り、上部からの押し付けではないので、ソリューションベンダーが介入しても

焦点がぶれる可能性が低い。さまざまな手法はあるが、肝心なのはコンタクト

センター運営にメリットのある解決方法をみつけることである。  
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５．バーチャルコンタクトセンター時代と運営課題 

（１）バーチャルコンタクトセンターのメリット 

■バーチャルコンタクトセンターとは？ 

 バーチャルコンタクトセンターとは、一般的に、離れた地域にあるいくつか

のコンタクトセンターを仮想的に統合し、あたかも１つのコンタクトセンター

であるかのように連携して運用できるように構築したコンタクトセンターのこ

とをいう。 

バーチャルコンタクトセンターは、当然、レガシーな技術でも構築すること

はできるが、近年にわかに発達した IP技術を活用して構築する場合が多い。

また IP技術を活用することで、従来より容易に、安価に構築することが可能

となった。 

IP をベースに考えれば、論理的に IPでつながった企業内ネットワーク中で

は、コンタクトセンターの設置場所や拠点間の距離、大規模であるか小規模で

あるか、あるいは SOHO であるか在宅コミュニケーターであるかなどに関係な

く、バーチャルな１つのコンタクトセンターとして機能させることができる。

バーチャルコンタクトセンターの構成イメージを図 5-1 に示す。 

またこのことは、IP-PBX や各種サーバ類が物理的にどこにあるかは関係なく、

自社の中に設置されている必要もない。したがって、ユーザー企業は自社内に

これらの設備機器を設置せずに、ASP（Application Service Provider）形式

で端末機能のみを利用することも可能となる。以下にバーチャルコンタクトセ

ンターの事例を示す。 
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顧客（一般電話）

顧客（IP電話）

公衆通信網

IP通信網

通信網

GW

ＩＰ-ＰＢＸ
サーバ

・
・
・

ＩＶＲ

ＣＴＩｻｰﾊﾞ

Webｻｰﾊﾞ

ﾒｰﾙｻｰﾊﾞ

ﾃﾞｰﾀﾍﾞー ｽｻｰﾊﾞ

業務ＡＰｻｰﾊﾞ
・
・
・

コンタクトセンター/オフィス１

顧客（Web）

顧客（Eメール）

顧客（携帯/PHS）

顧客（FAX）

ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ（IP電話･PC ）

ＩＰ-ＰＢＸ
サーバ

・
・
・

ＩＶＲ

ＣＴＩｻｰﾊﾞ

Webｻｰﾊﾞ

ﾒｰﾙｻｰﾊﾞ

ﾃﾞｰﾀﾍﾞー ｽｻｰﾊﾞ

業務ＡＰｻｰﾊﾞ
・
・
・

IPコンタクトセンター/オフィス２

ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ（IP電話･PC ）

在宅ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ/SOHO1

（IP電話･PC）

ＡＤＳＬ

モデム等 ・
・
・

・
・
・

・
・
・

Ｒｕｔｅｒ

Ｒｕｔｅｒ

ＡＤＳＬ

モデム等

全体が１つのバーチャル
コンタクトセンターとして

連携して動作

在宅ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ/SOHO2

（IP電話･PC）

図５－１   バーチャルコンタクトセンターの構成イメージ 

 

■ネットワークコンタクトセンター 

通信事業者での導入事例として、全国ベースの大規模な通信サービス受付の

ために複数のコンタクトセンターを連携させたネットワークコンタクトセンタ

ーを構築している。 

着信呼の拠点間転送も含めた最適ルーティング機能による顧客待時間の短縮、

あふれ呼の拠点間転送による受付呼負荷の平準化、拠点間転送のために必要な

通話料低減、トラヒック繁忙時・輻輳時の過負荷耐力の向上などの効果が得ら

れている。 

 

■地方分散コンタクトセンター 

通信キャリアでの導入事例として、メインセンターを大都市（東京など）に

設置し、地方分散センターを地方（九州、北海道など）や海外（中国、米国な
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ど）に設置している事例もある。図 5-2 に地方分散コンタクトセンターの導入

事例を示す。 

図5-2  地方分散コンタクトセンターの導入事例 

 

大都市と地方あるいは国外との人件費や地価･局舎構築費の格差の活用、時

差や言語･文化の差異の活用、トラヒック繁忙時・輻輳時の過負荷耐力向上な

どの効果が得られている。 

また、ネットワークコンタクトセンターや地方分散コンタクトセンターを構

築することは、天候不順や大規模災害時のコミュニケーター稼働確保の柔軟性

向上、局舎・システム設備面での冗長化構成など、ディズアスターリカバリー

の観点からも重要な意味を持つ。 

 

■在宅コミュニケーター 

大手テレビショッピング会社での活用事例として、IP-PBX と IP ネットワー

クを利用して在宅コミュニケーターを設置し、深夜の特定時間帯のビーク呼受

付に対応している。図 5-3 に在宅コミュニケーターの導入事例を示す。 

 

［導入効果］ 

・人件費格差の活用 

･地価･局舎構築費格差

の活用 

･時差の活用 

IP通信網 

顧客 

Media 
Gateway 

Media 
Server 

メインコンタクトセンター 
（東京/大都市等） 

Media 
Gateway 

Media 
Server 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
コミュニケーター コミュニケーター 

公衆通信網 

（通信サービス業での活用事例） 
【IP-PBX＋IP-VPNを利用】 

地方分散コンタクトセンター 
（九州/北海道/中国/米国等） 
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図５－３  在宅コミュニケーターの導入事例 

 

これはブロードバンド回線で常時接続を利用することでコスト的にも現実化

したものであり、熟年 OBや在宅主婦の豊富な経験やノウハウの活用、ピーク

負荷時の効率的な短時間勤務の実現、設備費や交通費の削減などの効果が得ら

れている。 

 

■ASP コンタクトセンター 

大手テレマーケティング会社での導入事例として、IP-PBX と IP ネットワー

クを活用することで、ASP でコンタクトセンター機能を提供している。図 5-4

に ASP コンタクトセンターの導入事例を示す。 

コンタクトセンター機能を ASP 利用する企業では、初期設備投資の軽減、ピ

ーク期間などの短期間の設備利用、迅速な業務の立上げが可能、自社内にシス

テム管理者が不要になるなど大きな効果が得られる。 

 

 

公衆通

信網 

ｹﾞｰﾄｳｪｲ 

IIPP通通信信網網  

おお問問合合せせセセンンタターー  
CTI CMS 

・・・

・・  

在宅ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ１ 

ADSLモデ

IIPP  SSooffttpphhoonnee  

  

ADSLモデ

IIPP  SSooffttpphhoonnee  

 

  

ADSLモデ

IIPP  SSooffttpphhoonnee  

［導入効果］ 

・常時接続利用で現実化 

・熟年ＯＢや在宅主婦の豊富 

 な経験/ノウハウの活用に！ 

・ピーク負荷時の効率的な 

 短時間勤務の実現に！ 

・設備費，交通費削減に！ 

・グローバルな分散センタ！ 

在宅ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ２ 在宅ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰn 

【IP-PBX利用】 

（テレビショッピング会社での活用事例） 

IP-PBXｻｰﾊﾞ 
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図5-4  .ＡＳＰコンタクトセンターの導入事例 

 

■バーチャルコンタクトセンターのメリット 

ネットワークコンタクトセンターや在宅コミュニケーター、ASP コンタクト

センターなど、コンタクトセンターをバーチャル化することにより、従来には

ないさまざまな効果を容易に得ることができる。バーチャルコンタクトセンタ

ーの主なメリットを以下にまとめる。 

・コミュニケーターの雇用地域を分散させることができ、雇用の柔軟性を確保

できる。 

・人件費や地価･局舎構築費の格差の活用、時差や言語･文化の差異の活用が可

能となる。 

・在宅/SOHO などの職住接近により、熟年 OB や在宅主婦をコミュニケーターと

して雇用することが容易となり、豊富な経験やノウハウの活用を図ることが

できる。 

・発信地域に最も近いコンタクトセンターに着信させることで、フリーダイヤ

ルなどの通話料金低減を図ることができる。 

［導入効果］ 

・設備投資の軽減に！ 

・ピーク期間等，短期間 

 の設備利用に！ 

・迅速な業務立上げに！ 

・システム管理者が不要 

IP通信網 

ルータ 

PoEアダプタ 

IP電話機 ･ ･ ･ 

ルータ 

PoEアダプタ 

･ ･ ･ 

･ ･ ･ 

Media 

Gateway 

Media 

Server 

顧客会社１ 

ASPコンタクトセンター 
顧客会社２ 

ASPコンタクトセンター 

ホストコンタクトセンタ－ 

公衆通信網 

【IP-PBX利用】 

（テレマーケティング会社様での活用事例） 

IP電話機 
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・公衆通信網内やコンタクトセンターへの着信回線の輻輳を回避することがで

きる。 

・システム面のみならず、運用面も含めて、コンタクトセンター機能の冗長化

を実現することができる。 

・地理的に離れた場所にあるコンタクトセンターを連携させるので、ディズア

スターリカバリー、大規模災害発生時のサービス継続性確保の対策としても

有効である。 

 

（２）バーチャルコンタクトセンターの運営の課題 

■コンタクトセンターの課題 

コンタクトセンターの主要課題は日本でテレマーケティングが活発化し始め

た約 20年以上前から大きな変化はなく、運用･サービス面の課題はすべて、

「誰がいつ応対しても均一な応対ができるような運営をいかに効率的に高品質

に維持するか」ということに集約される。これらの運用面の課題に対処するた

め、各種の支援システム／ソリューション構築が必要となり、それに伴いシス

テム構築面の課題も発生する。コンタクトセンターの主要課題と因果関係を図

5-5 に示す。 
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図 5-5  コンタクトセンターの主要課題と因果関係 

 

■バーチャルコンタクトセンターの課題 

 バーチャルコンタクトセンターを構成する個々のコンタクトセンターの課題

は上記と同一であるが，バーチャル化する/複数のコンタクトセンターをネッ

トワーク化することにより、新たに発生する課題もある。以下にこれらの課題

をまとめる。 

（運用面） 

・各コンタクトセンターでの業務/ジョブの進捗管理を一元的に把握し、業務/

ジョブを各コンタクトセンターに適切に割付け分配できることが必要となる。 

・各コンタクトセンター間での応対品質の均質化が必要となる。 

・特に１つの業務／ジョブを複数コンタクトセンターで分散して実施する場合、

コミュニケーターの研修が分散する、応対品質管理基準の統一、進捗管理の

一元化などが必要となる。 

・在宅コミュニケーターなどの場合には、コミュニケーターの服務管理や個人

情報などに対するセキュリティ管理の方法も工夫が必要となる。 

効率向上 

ｺｽﾄ削減 

品質向上 

（評価指標） 

ＤＢ･応対履歴

ｼｽﾃﾑ操作性 

カスタマイズ

ﾏﾙﾁﾁｬﾈﾙ化 

ｼｽﾃﾑ統合容

信頼性 

災害対策 

個人情報保護 

セキュリティ 

（システム構築面の課題） （運用･サービス面の課題） 

ｼｽﾃﾑ選定･構築 

顧客ｻｰﾋﾞｽ向上 

顧客満足度向上 

従業員満足度向上 

育成･研修 

採用 

ｽｷﾙ向上 

定着化 

既存顧客維持 
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（システム面） 

・自社のコンタクトセンターで使用するシステム機能を実現するためのサーバ

などの構成機器要素は、自社センター内に設置されているとは限らず、バー

チャルコンタクトセンターを構成する他のコンタクトセンターやデータセン

ターなどに分散設置されている複数の構成機器要素が連動することでシステ

ム機能が実現されている。したがって、システムの維持管理、保守、障害発

生時の対処方法などで従来とは異なる要素が発生し、分散設置されている複

数の構成機器要素の動作状況を集中的に監視し、障害発生時にはリモート制

御などにより迅速な対処を実施できることが必須となる。 

・分散設置されている複数の構成機器要素間や各コンタクトセンターのコミュ

ニケーター席間は、公衆通信網や IP通信網を介して接続されているので、

その間のセキュリティ面での対処も必要となる。 

 

（３）重要性が増す通話品質管理 

IP 通信網や IPコンタクトセンターでは、高トラヒック負荷時や輻輳時の振

る舞いがまだ十分に解明仕切れていないのが実情である。 

したがって、IPコンタクトセンターの初期構築時や増設・機能拡張時などに

は、どの範囲まで問題なく処理できるかを負荷試験などで実態試験・検証して

おくことも重要である。 

このような擬似負荷試験ツールの一例として、エンピレックス株式会社が提 

供する「Hammer 負荷テストサービス」が挙げられる。 

このような擬似負荷試験ツールの導入効果は、回線数や受付席数、データベ

ース応答性能、過負荷への耐久性などについて、擬似呼により顧客の電話発信

と同様な状態で実態的な試験・検証ができるとともに、関連機器のボトルネッ

ク検出や関連システムが連携した動きの中で CRM などのアプリケーションのボ

トルネック検出、PBX, IVR, CTI、ロガーなどの正常動作を確認できる点であ

る。 
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また，近年の IPコンタクトセンターでは、さまざまなシステムのサーバ機

器類が連携して全体の動作を実現しており、一部のソフトウェアや機器のトラ

ブルにより，サービス全体が停止してしまうこともある。トラブル発生時には，

一刻も早く障害検知を保守担当者へアラーム通報し、障害原因の解明と復旧作

業を行うことが要求される。このため、システム全体が正常に動作しているこ

とを一元的に統合監視する仕掛けが必要となる。 

統合監視ツールの一例として、同社が提供する「OneSight For Contact 

Centers」が挙げられる。 

導入効果としては、複数拠点のコンタクトセンター内に設置されれている構

成機器の正常動作を一元監視できることに加え、顧客の電話発信と同様な状態

で、１コールスルーの正常動作確認も同「Voice Watch」の組み合わせで実現

でき、また、障害発生時の切り分けが更に容易になる点である。 

以下では，これらのソリューションについて具体的に紹介する。 
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６．通話品質管理ソリューション活用法 
 

（１）コンタクトセンターシステムの性能･品質 

コンタクトセンターの IP 化が進むにつれ、そのメリットとともに、新たな

課題もクローズアップされてきた。VoIP 化におけるパケットの輻輳、遅延に

よって引き起こされる音声品質の低下である。これらはコールセンターにおけ

るサービス品質を下げ、顧客満足にも影響を与えかねない。エンピレックス社

が提供する VoIP テストソリューションおよび監視ソリューションは、IP コン

タクトセンター導入・運用にあたってサービス品質向上をバックアップする。 

従来の TDM ベースのレガシーシステムでは、ネットワーク上の音声品質は通

信キャリアによって管理・制御されていた。VoIP の場合、データ通信との統

合によりシステムが複雑になり、トラフィックの予測がしにくいため、音声通

信の品質維持はより困難となる。しかしながら現実には、VoIP 化においてコ

ストや運用上のメリットを追求するあまり、質の高い音声サービスを提供する

ことにまで目が向けられることは少ない。コンタクトセンターにおいて顧客接

点である音声品質は生命線といえるため、この問題を置いて IP 化を進めるこ

とはありえない。 

エンピレックス社では、IPコンタクトセンター導入前のテストソリューショ

ンと、導入後の運用監視ソリューションの両面からサービス品質の確保をサポ

ートし、IP化による課題を解決する。 

Hammer FX は、実運用を想定した擬似呼を生成し音声品質テストや負荷テス

トを行うことで運用前の環境において問題を顕在化させる。Hammer CA コール

アナライザは、IP環境において顕在化した問題を分析し、原因特定を支援する

解析機能を持つ。従来、人海戦術で行わざるを得なかった負荷テストを自動化

し、問題解決を効率的に行うことで導入までの工期を大幅に短縮することが可

能となる。国内の大手通信事業者をはじめ多くのコンタクトセンターで活用さ

れており信頼性が高い。 



 

24 Copyright©2009, CCM Research Institute, Ltd. all rights reserved                                                    

運用時の監視ソリューションとしては、コンタクトセンター向けに「Voice 

Watch」「OneSight For Contact Centers」がある。Voice Watch は音声自動応

答システム（IVR）に関わるコールフローを 24 時間 365 日監視する ASP サー

ビス。コンタクトセンターに電話し、通話までの応答時間、応答メッセージの

正確さ、音声品質、ノイズの有無など、実際の顧客との通話をエミュレートす

ることで、ユーザー視点の品質管理が可能となる。 

OneSight For Contact Centers は VoiceWatch との連携により、トランザク

ションの性能状態を単一の Web コンソールで管理するソリューション。トラン

ザクションの量や DB への負荷により、応答時間が長くなるなど IVR の動作性

は常に変化する可能性がある。安定したシステム稼働にはフルタイムによる監

視が必要とされる。PBX/ACD、IVR、CTI のモニタリングに加え、アプリケーシ

ョンとインフラの性能情報を相関分析できる点が強みだ。 

同社は Web 監視ソリューションも提供しており、音声から Web まで IP コン

タクトセンターのサービス品質をトータルにサポートすることで顧客体験の質

の向上を推進する。 

 

製品評価、
設計

構築、
運用準備

管理
診断、
問題解決

運用前 運用中

性能・品質監視
エンピレックス社ソリューション
　監視サービス: Voice Watch
　監視システム: OneSight

性能・品質テスト
エンピレックス社試験ツール 
Hammer FX TDM, FX IP
Hammer CA コールアナライザ

 図６－１  コンタクトセンターシステムのライフサイクル 
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（２）負荷テスト装置：Hammer FX 

顧客との最初の接点をつかさどるコンタクトセンターシステムは、高い信頼

性と可用性が要求される。現状の多くのコンタクトセンター･システムは、PBX

／ACD システム、IVR システム、CTI サーバ、データベースサーバ、各種ネット

ワーク機器など、製造元もそれぞれ異なる各種製品を組み合わせて構築されて

いるのが一般的である。このため、各製品単体では仕様を満たしているにも関

わらず、システム全体として高い負荷がかかったり、１つの構成要素のバージ

ョンアップや機能追加などで変更されることに起因して、予想外の事象が発生

することがある。 

Hammer FX は、コンタクトセンターシステムの構築段階においてこれらの問

題をあぶり出し、設計通りの性能が出せるかどうかを検証するための負荷テス

ト装置である。豊富な機能により、音声アプリケーションレベルまで検証する

ことが可能であり、顧客視点による最適化された性能の実装を支援する。 

負荷テスト装置｢Hammer FX｣を利用したコンタクトセンターの負荷テストイ

メージを図 6-2 に示す。 

 

図６－２  コンタクトセンターの負荷テストイメージ 



 

26 Copyright©2009, CCM Research Institute, Ltd. all rights reserved                                                    

本負荷テスト装置の主な特徴としては、以下のような点が挙げられる。 

・ 電話端末および顧客の操作を擬似することにより、インバウンドの負荷テ

ストを実施 

・ 公衆通信網と顧客の電話機を擬似することにより、アウトバウンドの負荷

テストを実施 

・ システム構築中の段階で、公衆通信網回線を用意することなく、実態的な

大量の擬似コールを生成 

・ 自動音声応答システムのガイダンス認識機能により、負荷テスト実施中に

自動音声応答のコールフローの正常性を確認可能 

 

 また，負荷テストの流れは以下の手順で実施される。 

(ステップ１)テストシナリオの作成 

 受話器を上げる→ダイヤルする→音声ガイダンス内容を確認→プッシュボタ

ン入力など、負荷テスト実施時のコールフローをスクリプトとして記述し、ま

た、期待すべき応答内容も記述する。 

（ステップ２）スケジュールと負荷設定 

 いつ、どのような、どのくらいのボリュームで擬似負荷を生成するかをテス

トセットとして設定する。 

（ステップ３）負荷テスト実施 

 実行ボタンを押すだけで（ステップ１）、（ステップ２）の設定に従って負

荷テストを実施する。また、負荷テスト実施中にはリアルタイムでテスト実施

状況を確認することができる。 

 

 このような負荷テストを実施することにより、あぶりだすことができる課題

例を図 6-3 に示す。 
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図６－３  負荷テストで発見できる課題例 

  

負荷テスト装置｢Hammer FX｣の提供形態としては、顧客企業や SI・ソリュー

ションベンダーに対してレンタルで提供し、顧客企業や SI・ソリューションベ

ンダー自身でテストを実施する。また、必要に応じてエンピレックス社のエン

ジニアを負荷テストを実施する現場に派遣し、負荷テストの実施を支援するサ

ービスも提供している。 

 

（３）音声品質測定サービス 

コンタクトセンターの IP化が進んでいる現在、顧客とコミュニケーターと

の会話音声は IP上を伝送される Voice over IP となり、トラフィック負荷が

上昇した場合などの音声品質の劣化が懸念される。｢Hammer 音声品質測定サー

ビス｣は、Hammer シリーズの技術を用いて、コンタクトセンターの音声品質向

上の支援を行うサービスである。 

Hammer 音声品質測定サービスのイメージを図 6-4 に示す。負荷テスト装置

｢Hammmer FX｣を用いて実態的なネットワーク負荷を発生し、その状況化で、

回線数の妥当性 受付席数の妥当性

インフラ

データベース応答性能
アプリケーションの妥当性

　サービス開始前に試験しておくべきポイント

ﾚｶﾞｼｰPBX
　/IP-PBX

CTI

IP-IVR
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

コミュニケーター

CRMサーバ
通話録音サーバ

LAN

WebAPサーバ

公衆
通信網

・長時間連続負荷への安定性
・過負荷への耐久性

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

電話負荷
（この範囲を擬似）

Hammer負荷テストサービス

Hammer FX
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｢Hammer CA コールアナライザ｣で IP パケットをキャプチャして音声をモニタし、

音声品質の測定を実現している。 

図6-4．音声品質テストのイメージ

• コンタクトセンタ内のVoIPネットワークに多くの音声呼が流れている状況を、
試験装置Hammer FX で擬似的に実現し、PESQを測定します。

– 低負荷状況での音声品質確認では不十分
• Hammer CAコールアナライザでIPパケットをキャプチャしてR値、RTCP遅延、
TELRエコー、パケットロス、ジッタを測定します。

コンタクトセンター

・・・

・・・

端末エミュレーション

Hammer FX TDM

ネットワークの
解析ツール

Hammer CA
コールアナライザ

IP-PBX
VoIP-GW

LAN/WAN
VoIPVoIP

ルータスイッチ

端末エミュレーション

Hammer FX IP

PRI

・・・

・・・

音声パス

SIP,
H.323,
MGCP

図６－４  音声品質テストのイメージ 

 

本サービスの主な特徴は以下の通りである。 

・ コンタクトセンターの VoIP ネットワークに本番同様の多くの音声トラフィ

ックが流れている状況を負荷テスト装置｢Hammmer FX｣で実現し、その状況

下での通話音声品質に問題がないかを測定する。 

・ 最大席数が同時に通話を行っても、通話音声品質を維持できるかを測定で

きる。 

・ データパケットで帯域を埋めていくだけのネットワーク負荷試験ツールと

は異なり、本番同様の｢実態的な｣、｢各々が独立した｣音声ストリームを多

数かつ同時に流すことができ、ネットワーク機器の QoS 設定の妥当性も検

証することができる。 
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このようなテストを実施することにより、コンタクトセンターにおいて VoIP

音声通話を利用した場合に懸念される課題を確認することができる。音声品質

に関わる懸念ポイント例を図 6-5 に示す。 

 

 

図６－５  音声品質に関る懸念ポイントの例 

 

（４）顧客視点からの性能･品質監視：Voice Watch 

コンタクトセンターは企業の最前線で顧客にサービスを提供しているため、

そのサービス品質を維持することは重要な課題である。特に近年、コンタクト

センターの IT化が進み、自動音声応答や CTI 連携の占める割合が増え、これ

らのシステムの性能劣化や障害発生がコンタクトセンターや企業の収益に大き

な影響を及ぼす。さらに、IPコンタクトセンターの導入も加速しており、VoIP

や TDM、デジタルなどの混在環境下での音声品質の確保・維持も重要な課題と

なっている。従来の監視システムはコンタクトセンターの多様な構成要素を

個々に縦割りで監視し、ログ情報の収集を実施していた。従来の監視システム

の問題点を図 6-6 に示す。 
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図６－６  従来の監視システムの問題点 

 

このような要求に応え、性能監視サービス｢Voice Watch｣は、コンタクトセ

ンターのアプリケーションとシステムの性能を顧客と同等の視点から監視する

ソリューションであり、24時間 365 日、コンタクトセンターの複雑なコールフ

ローの奥深くまで、自動的かつ継続的に巡回し、コンタクトセンターが提供す

るサービス品質の維持・管理を実現する。｢Voice Watch｣による監視サービス

のイメージを図 6-7 に示す。 
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図６－７  ＶｏｉｃｅＷａｔｃｈによる監視サービスのイメージ 

 

本サービスの特徴を以下にまとめる。 

・ コンタクトセンターのアプリケーションやシステムの性能劣化、機能停止

に起因する通信コストやコミュニケーターコストのロスを低減。 

・ ネットワークと IVR の性能上の問題点の迅速な検出と解決支援の実現｡ 

・ 現在および過去の履歴データをリアタイムで提供し、サマリーレポートの

生成も可能。顧客企業自身で確認できる Web インターフェース。 

・ 社内担当部門や社外関連ソリューションベンダーの SLA 管理に必要な客観

的なデータの提供。 

・ 24 時間 365 日のサービスとしての提供。 

・ 装置側の視点ではなく、エンドユーザの視点での監視。 

・ 通話内容を録音し障害発生の証拠を保存。 

・ アナウンスの長さ、応答時間も測定。 

・ OneSight for Contact Centers との連携による次世代監視ソリューション。 



 

32 Copyright©2009, CCM Research Institute, Ltd. all rights reserved                                                    

本サービスの処理の流れを図 6-8 に、また、本サービスにより発見される問

題点の例を図 6-9 に示す。 

 

 

図６－８  ＶｏｉｃｅＷａｔｃｈの処理のながれ 

 

図６－９  ＶｏｉｃｅＷａｔｃｈで発見される問題点の例 
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（５）コンタクトセンター統合監視：OneSight For Contact Centers 

OneSight For Contact Centers は、コンタクトセンター専用に最適化された

業界初の監視コンソールであり、コンタクトセンターのアプリケーションとイ

ンフラストラクチャの現状を一元的に横通しで把握することができる。 

音声アプリケーションの総合監視を実現するための第一歩は、｢VoiceWatch

監視サービス｣を使用して、顧客の視点からパフォーマンス監視することから

始まる。さらに､OneSight For Contact Centers を導入することで､主要な音声

トランザクションや関連するインフラストラクチャの状態とパフォーマンスを

１つの画面で一元的に､必要に応じてサイト別や部門別､あるいは任意に指定し

た分類で監視することができる。OneSight For Contact Centers では､トラン

ザクションのパフォーマンスに影響を与える PBX/ACD，IVR，CTI やこれらと連

携しているデータベースなど､コンタクトセンターの主要な構成システムの重

要なパラメータを監視することができる。OneSight For Contact Centers によ

るコンタクトセンター統合監視のイメージを図 6-10 に示す。 

 

図６－１０  コンタクトセンター統合監視のイメージ 
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OneSight For Contact Centers の主な特徴は以下の通りである。 

・ 監視対象にエージェントを導入せずにシステム可用性やリソース消費のメ

トリックを能動的に収集。発報を「待つ」のとは逆の発想。 

（SNMP、perfmon、ssh（telnet）、SNMP Trap、JDBC、JMX、WMI など） 

・ アプリケーションやサービスの性能メトリックを取得するための監視用テ

ンプレートを用意し、今まで監視し難かったテレフォニー系のシステムも

一元的に監視。 

（Aspect, Avaya, Cisco, Genesys, Intervoice, Nortel など） 

・ Voice Watch サービスの情報をインポートして音声トランザクション監視 
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７．ケーススタディ 

（１）ケーススタディ①  

フル IP 化したカスタマーサービスセンターの音声品質や IVR/CRM

の性能をエンピレックスの負荷テストソリューションで向上 

楽天証券株式会社 

 

国内におけるインターネット証券取引の先駆者である楽天証券株式会社。カス

タマーサービスセンターのシステム増強において、フル IP化を行うという先

進的な挑戦を成功させた。フル IP化の際に課題となる音声品質、また IVR や

CRM アプリケーションのパフォーマンスという課題を、エンピレックスの負荷

テストツール群とソリューションの活用によって解決。サービス品質のさらな

るレベルアップを果たしている。 

 

コールセンターをフル IP 化してマルチサイト展開 

 

日本初のインターネット取引専門証券会社である楽天証券株式会社。リアル

タイムの株価自動更新が可能なトレーディングツール“マーケットスピード”

の提供をはじめ、満足度の高いサービスで利用者から高い支持を得ている。

2006 年 9月には 62万口座に達した。 

同社は顧客満足度向上に長年注力し続けている。その一翼を担う施設がカス

タマーサービスセンターだ。同社はインターネット取引専門だが、パソコンに

それほど詳しくない利用者への対応として、電話を用いたきめ細やかなサポー

トは欠かせない。「オペレーターによる人的対応で、お客様が当社のサービス

を安心・円滑にご利用できるようサポートします。お客様の裾野を広げ、他社

との差別化を図る意味でも、カスタマーサービスセンターは非常に重要です」

とカスタマーサービス本部長兼カスタマーサービス部長 藤本量子 氏は話す。

個人投資家を中心とする株取引が急速に広がった 2005 年、同社の口座数も倍
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増した。それにともない、カスタマーサービスセンターの能力増強が急務とな

った。2005 年 8月、カスタマーサービスセンターのシステム見直しを始め、

その一環としてオペレーターの席数の増加を計画した。東京・六本木にある既

存のカスタマーサービスセンターの場所を拡大するのは、コスト面から得策で

はないと判断。そこで、福岡にも拠点を設営し、東京の拠点と一体運用するマ

ルチサイト形式を採用するに至った。 

同社ではマルチサイトを実現するため、カスタマーサービスセンターをフル

IP化した。情報システム本部情報システム部 アシスタントマネージャーの福

家芳治氏は「東京・豊洲のデータセンターで一元的に受けた呼を、東京と福岡

の両拠点へシームレスに分配するには、フル IP化以外に適切な方法はありま

せん。Web やメールや FAX を統合したマルチチャネル対応によるお客様へのサ

ービス向上も達成できる点や拡張性なども考慮し、フル IP化を決断しまし

た」と語る。パートナーである伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（以下

CTC）の協力のもと、向こう５年間は使えるシステムの構築を前提に、ネット

ワークインフラも含めた全面リニューアルに取り組んだ。 

 

図７－１  IVR の負荷テスト環境 
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音声品質や IVR、CRM を対象に負荷テストを実施 

 

一般的に金融業界のシステムでは、可用性などの品質は他業種に比べてより

高いレベルが求められる。同社はフル IP化後も、この“金融品質”にこだわ

った。現状の 5倍の問い合わせにも対応可能、完全冗長化によるノンストップ

を条件に設定。さらには、フル IP 化では特に重要となる音声品質についても、

遅延や音切れなどの防止に注力した。 

同社が掲げるシステム品質実現のポイントの 1つとなったのが、カットオー

バー前に実施した負荷テストである。福家氏は「音声系システムにおける音声

品質と IVR および CRM アプリケーションを対象にした３種類の負荷テストを実

施しました」と説明する。 

負荷テストは CTC の顧客視点に基づいた提案により、プロジェクトの計画段

階から予定に組み込まれた。藤本氏は「私たちが目標とする品質を達成するに

は、負荷テストへの投資は当たり前だと考えています」と強調する。 

音声系システムの負荷テストツールには、エンピレックスの VoIP/テレフォ

ニー・ジェネレーションツール｢Hammer FX TDM｣と｢Hammer TransPort」が採用

された。同製品は音声品質に加え、IVR に対して、実際に人が操作するのと同

様のプッシュボタン入力をシミュレートできることや、あたかも人が話してい

るような音声を流せるなど、高度な負荷テストを行える点が特長である。 

実際の音声品質の負荷テストでは、端末や経路を組み合わせたさまざまなパ

ターンで音声品質をチェックした。IVR の負荷テストでは、プッシュボタン入

力の接続遅延、各ガイダンスの応答遅延などを測定。音声系システムの負荷テ

ストでは、エンピレックスのテストサービスを利用した。CTC が定義した要件

に基づいて、豊富な技術とノウハウを備えたエンピレックスのエンジニアがテ

スト作業を行っている。 

一方、CRM アプリケーションの負荷テストには、同じくエンピレックスの

Web アプリケーション向け負荷テストツール｢e-Load｣が採用された。こちらは、
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CTC のエンジニアが e-Load を使い、運用時に想定されるアクセス数に応じた負

荷をかけ、レスポンスとエラー発生の測定を行った。 

 

 図７－２  マーケットコールサービス負荷試験のコールフロー 

 

システム増強でサービス品質のさらなる向上を実現 

 

今回の負荷テストに要した期間は、音声系システムと CRM アプリケーション

を合わせ正味 2日間である。「CTC とエンピレックスのおかげで、的確かつス

ムーズに負荷テストを実施できました」と福家氏は目を細める。 

CTC は負荷テストの結果を分析し、ボトルネックやメモリリークの要因など

を洗い出して、修正や調整によってシステムを最適化した。その際、結果分析

においてもエンピレックスの支援を受けている。 

そして 2006 年 8月、新カスタマーサービスセンターがフルオープンした。

福家氏は「システムはカットオーバー後、大きなトラブルもなく安定稼働して

います。音声品質、IVR や CRM アプリケーションのパフォーマンスも問題なく、

お客様から次々に寄せられる問い合わせに順調に対応できています」と話す。
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藤本氏も「オペレーター1人あたり 30%の対応能力アップが達成でき、お客様

へより質の高いサービスが提供できるようになりました」と満足気に語る。 

同社では 2007 年中に 100 万口座を目指すプロジェクトを推進中である。そ

の達成に向けて、サービス品質のさらなる向上に邁進する。 

 「今後もカスタマー指向を一層進め、お客様に一歩でも近づいた親身なサー

ビスをご提供できるよう注力していきます」（藤本氏）。 

 フル IP 化したカスタマーサービスセンターをはじめ、さまざまな取り組み

で顧客満足度の高いサービスを実現し、企業価値を高め続ける楽天証券。その

システムはこれからも CTC と共にエンピレックスが支えていく。 
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（２）ケーススタディ② 
ヘルプデスクの CTI システム 24 時間監視に VoiceWatch を導入し、 

サービスの“ライフライン”の可用性、信頼性を常にチェック 
MKI ネットワーク・ソリューションズ株式会社 

 

高度な知識と最新の情報通信技術を融合したソリューション／サービスの提供

によって、高い顧客満足を目指している MKI ネットワーク・ソリューションズ

株式会社。同社では顧客に対するヘルプデスクに VoiceWatch が導入され、自

動音声応答システムの稼働監視を自動化している。これによってヘルプデスク

の“ライフライン”ともいえる CTI システムが、24時間適切に稼働しているこ

とを常にチェック。顧客に対する信頼性訴求にも大きな貢献を果たしている。 

 

自動音声応答システムによって 24 時間 365 日ヘルプデスクを提供 

 

IT アウトソースの基盤として、重要な役割を果たしているデータセンター。

いまやビジネスを支える様々なサーバが、商用サービスとして提供されている

データセンターに設置されており、その信頼性がビジネスの成否を左右する時

代になっている。 

データセンターの信頼性というと、建物の耐震性や防火設備、サーバラック

が置かれた物理的環境、そして運用管理プロセスなどが注目されることが多い

が、実はもうひとつ忘れてはならないことがある。それはコールセンターやヘ

ルプデスクの可用性。顧客からのコールを確実に受け、それに対して迅速に対

応することも、顧客からの信頼を勝ち取る上で欠かせない要素である。 

 この要求を満たすためのツールとして、VoiceWatch を活用しているのが MKI

ネットワーク・ソリューションズ株式会社。同社は、データセンターの提供を

重要な事業の柱としている。その最大の特長は高い信頼性と柔軟性である。同

社のデータセンターは交通の便に優れた場所に立地しており、技術者が常駐す

るオフィスが隣接しているということもあり、万一問題が発生しても、短時間
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で対応できるようになっている。また物理インフラからサービスまで自社単独

で提供しているため、顧客ニーズにきめ細かく対応することも可能である。 

「当然ながらお客様からのコールに迅速に対応することも、私どもにとって

重要なミッションです」というのは、同社で取締役を務める山井氏。そのため

には“24時間いつでもコールを確実に受け付けることが絶対条件”であり、万

一つながらないことがあれば、ビジネスにとって致命傷になると指摘する。

「弊社のデータセンターはミッションクリティカルなシステムを多数運用して

いるため、お客様が安心できる環境を整備する必要があります。システム用の

電源やネットワークと同様に、電話もデータセンターの“ライフライン”とし

て、重要な役割を果たしているのです」 

同社のヘルプデスクは三井情報開発時代の 2000 年 10 月よりサービスを開始

しており、データセンターを利用する顧客はもちろんのこと、その他の顧客に

対しても自動音声応答と有人対応によって、24時間 365 日のコール対応を行え

る体制を確立している。この自動音声応答が常に正しく動作しているか否かを

チェックするために導入されたのが VoiceWatch である。同社は、2004 年 9月

に VoiceWatch の存在を知り、すぐにデモ環境での利用を開始。そして 2005 年

3月に導入を正式決定し、同年 4月から本格的な利用を開始している。 

 

   図７－３ VoiceWatch の Web 管理画面 
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電話応答のチェックを 15 分毎に実行、手軽に導入できる自動監視サービス  

 

VoiceWatch はエンピレックスによる音声システム監視サービスである（図７

－４）。同社の管理の下に設置されている音声監視システムから、利用企業の

電話システムに公衆網経由で実際に電話をかけ、応答時間や応答内容をチェッ

ク（計測）する。このチェックを定期的に繰り返し行い、計測結果をエンピレ

ックスの米国本社サイトに集約、利用企業はこの Web サイトにアクセスするこ

とで電話システムの状況を知ることが可能。このような仕組みによって電話シ

ステムの“End-to-End”の応答状況を、簡単に確認できるようにしている。 

図７－４  VoiceWatch による自動監視サービスシステム図 

 

企画推進部部長の飯島氏は、「VoiceWatch のような仕組みは、ヘルプデスク

サービスを開始した当初から必要だと考えていました」と言う。しかし当時は

CTI システムの応答を自動的にチェックする有効な手段が存在しなかったため、

社内のオペレーターが定期的にヘルプデスクにコールし通話のチェックを行っ

ていたと振り返る。「VoiceWatch の登場はこのような状況を根本から変えてし
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まいました。CTI システムも ITシステムと同様に、自動監視できる時代になっ

たのです」 

同社では、自動音声応答の複数のパターンのうち最も複雑なものを計測シナ

リオとし、15分に 1回の頻度で実行している。このシナリオによって、コール

が正常に処理されるか否か、返ってくるプロンプトが正しいか、データ入力に

対してどの程度のレスポンス時間で音声が返ってくるかなどがチェックされて

いる。「確認すべきポイントさえきちんとわかっていれば、シナリオの作成は

非常に簡単」というのは、MKInet iDC マネジメント部部長の宍塚氏。また既存

の CTI システムにまったく手を入れる必要がないため、導入も簡単だったと評

価した。 

 

CTI システムの稼働に対する不安を解消、信頼性のアピールでも有力な材料に 

 

それでは VoiceWatch の導入は、どのような効果をもたらしたのだろうか。

ひとつは CTI システムの稼働に対する客観的な指標が確立できたことだ。これ

までは“お客様からのお問合せが無い状況”なのか“CTI システムの障害によ

りコールがない状況”なのか判断するすべがなかった。もちろん同社では、自

動音声応答システムが万一故障した場合に備え、ビジネスホンで顧客からのコ

ールを直接受けられる仕組みも用意されている。しかし常に“CTI システムが

つながること”が自動監視によって確認されているのであれば、安心して仕事

に集中できるのだと言う。  

その一方で飯島氏は「音声応答が正しいか、またデータベースシステムは正

常稼動しているのかなどを確認できるのも大きなメリット」とも指摘する。

「VoiceWatch のサイトは計測結果がグラフで表示され、応答時間の“ばらつ

き”までチェックすることができます。また監視シナリオ実行時の音声も記録

されているため、後で実際の状況を確認することも可能です」  

さらに山井氏は「しっかりした監視基盤を確立することで、さらに自信をも

ってお客様にサービスを提案できるようになりました」と言う。特に外部から
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の監視を導入していることは、信頼性の高さをアピールする有力な材料になる

と指摘する。「予兆監視も容易になるため、トラブルを未然に防ぐ“プロアク

ティブ”な運用も可能になるはずです。またサイジングを含めたプランニング

にも、計測データを活用したいと思います」  

同社は、VoiceWatch の利用開始から約 1年後となる 2006 年 3月に CTI シス

テムのリプレースを行った。CTI システムを変更した場合でも VoiceWatch の設

定には手を加える必要がないため、CTI システムリプレース前と変わらない監

視を継続して実施している。 
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（３）ケーススタディ③ 
コールセンターの自動音声応答を VoiceWatch で監視 

録音機能の活用で“ 顧客体験”のチェックが容易に 
株式会社新生銀行 

 
 

真に価値ある商品とサービスの提供を通じて、個人のお客様にとって“Only 

One の銀行”を目指している新生銀行。ここでは個人向け業務の重要な顧客チ

ャネルに位置づけられている新生パワーコール（新生銀行のテレフォンバンキ

ングサービス）の自動音声応答機能を、VoiceWatch によって監視している。以

前はオペレーターによって手作業で行われていた外部監視を自動化すると共に、

客観的なデータ収集も実現。また録音機能を活用することで、問題発生時の状

況を顧客の立場で確認することも容易になっている。 

 

コールセンターは重要な顧客チャネル、End-to-End の品質チェックは必須条件 

  

顧客の利便性をいかに高めるか。これは近年の金融サービス業界における、

極めて重要な課題になっている。この課題に対して積極的に取り組み、業界を

リードし続けているのが新生銀行だ。同行では窓口を午後 7時まで開けておく

ことや、ATM 引き出し手数料の無料化、インターネット振り込み手数料の無料

化など、さまざまな形で顧客の利便性と利益を追求。英国｢Retail Banker 

International」で「日本のベストリテールバンク賞」を受賞するなど、専門

家からも高い評価を受けている。 

この新生銀行が、極めて重要な顧客チャネルとして位置づけているのがコー

ルセンターだ。「新生銀行は新銀行として業務を開始した 2000 年に投資銀行

業務とリテールビジネスを重点分野として強化するビジネスモデルを構築する

方針を打ち出しました。リテールビジネスにおいては、顧客のニーズに応える

商品・サービスの提供に加えて、コールセンター、インターネット、ATM 提携

の強化などチャネルの拡充に取り組んできました」というのは、新生銀行シス
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テム企画部で次長を務める出射氏。これによって物理的な店舗数を増やすこと

なく、顧客の利便性を高めていくことを目指したのだと説明する。コールセン

ターの役割も単に顧客からの問い合わせ対応にとどまらず、残高照会や金融商

品のレート照会、振り込み・振り替えなどの処理も、自動音声応答機能で行え

るようになっている。また、1日のコール数のうち 3～4割は自動応答機能だけ

で対応できるようになっていると言う。 

 このように新生銀行にとってのコールセンターは、店頭の ATM やインターネ

ットと同様の機能を果たすものであり、当然ながら高いサービスレベルが求め

られる。そのため PBX 機能や自動音声応答機能を提供するサーバの動作は常に

監視されており、問題が発生すれば即座にアラートが上がるようになっている。

しかし顧客にとってのサービスレベルが十分に確保されているかどうかは、シ

ステム内部の監視だけではチェックできない。常に外部からの監視も欠かすこ

とができないのである。 

 

図７－５  VoiceWatch による自動監視サービスシステム図 

 

   「以前はオペレーターが 24時間体制で、定期的にコールセンターに電話を

かけることで“End-to-End”のサービスレベルをチェックしていました」と出

射氏。すでに内部監視はシステム化されていましたが、外部監視は人手で行わ
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れており、これをいかにしてシステム化するかが重要課題になっていたと振り

返る。そこで新生銀行では VoiceWatch の採用を決定。2005 年 4月から本格的

な活用を開始している。 

 

VoiceWatch で外部監視を自動化、採用の決め手はコストと管理の容易さ 

  

新生銀行が VoiceWatch の導入検討に着手したのは 2004 年 12 月。エンピレ

ックスからサービスの紹介を受け、約 1カ月のトライアルを行った上でサービ

ス内容が評価されていきました。これと並行して他社製品やサービスの比較検

討も実施。その結果、VoiceWatch が採用された。 

 「採用の決め手は大きくふたつありました」と出射氏。ひとつはコストの安

さであり、他社の類似サービスに比べて手軽に導入できる点が高く評価された

と言う。もうひとつの決め手は ASP としてサービスが提供されていること。そ

のため特別なハードウェアやソフトウェアを導入する必要がなく、管理の手間

もかからない。「ASP だからこそ導入も運用もうまくいく」と出射氏は指摘す

る。「完全に ASP 化されている監視サービスは VoiceWatch だけでした」 

現在の監視シナリオは図７－６に示す通り。まず VoiceWatch の監視センタ

ーから新生銀行のコールセンター（フリーダイヤル）に電話をかけ、自動音声

応答による「日本語/英語の選択メニュー」「機能選択メニュー」を経て、残

高照会機能へと進む。次にテスト用アカウントを使用し、口座番号と暗証番号

を入力、さらに「通貨の選択」のメニューを経て残高の結果を音声で受け取る。 

 この間のやり取りはすべて VoiceWatch によって録音されており、問題が発

生した場合には実際のやり取りを再現することが可能。電話が通じない場合や

レスポンス時間がしきい値を超えた場合、トランザクションが中断した場合な

どには、アラートが電子メールによって管理者に伝達されるようになっている。

また新生銀行では日本国内の着信者課金サービス（0120 で始まる電話番号）だ

けではなく、米国のトールフリーサービス（860 番サービス）からもコールセ 
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ンターへのコールを受けられるように

なっているが、VoiceWatch による監視

もこの両方に対して行われるように設

定されている。 

現在の監視コールは日米それぞれ 15

分に 1回、24時間体制で実施されてい

る。以前に比べてより多くの監視項目

が客観的かつ自動的に行われている。

これによってコールセンターにおける

“顧客体験”を、よりきめ細かくチェ

ックできるようになった。 

 

再現性の低い現象も録音で確認可能、 

今後は応答音質のチェックも検討 

  

「VoiceWatch の最も優れたところは、

監視コールの内容がすべて録音されて

いること」と出射氏。録音が残ってい

るからこそ、コール時に“何が起こっ

たのか”を顧客の視点でチェックでき

るのだと言う。「アラートが上がって

も、もう一度電話をかけてみると問題

が再現しないケースは少なくありませ

ん。このような現象を確認するには、

録音だけが頼りなのです」 

 

図７－６  新生銀行ＶｏｉｃｅＷａｔｃｈテストコールフロー 

 



 

                                                        
49 

またレポーティングやアラートの内容を、電子メールで確認できる点も大き

なメリットだと指摘する。問題が発生した時だけ対応すればいいため、常に監

視画面をチェックするといった手間が省ける。 

 「次は自動応答音声の音質もチェックしたい」と出射氏。VoiceWatch には自

動音声応答で使用する音声をあらかじめ VoiceWatch 側に取り込み、実際のコ

ール時の応答音声と比較することで、自動音声応答機能やキャリアネットワー

クを介した時の音質劣化を定量的に把握できる機能が提供されているが、今後

はこの機能の活用も検討していく計画だと言う。 

真に価値ある商品とサービスの提供を通じて、個人のお客様にとって“Only 

One の銀行”を目指している新生銀行では、さまざまな先進テクノロジーを活

用している。 VoiceWatch もそのひとつとして、重要な割を果たしているとい

えるだろう。 
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８．通話品質管理ソリューションの商品構成 

 
商 品 名 概 要 

Hammer FX 

 

顧客の通話を擬似することにより、運用前のコ

ンタクトセンターの音声システムに負荷をかけ、

音声品質やシステム性能に関する問題を顕在

化。公衆通信網ならびに IP 通信網の擬似呼の

生成が可能。 

 

Hammer FX負荷テストサービス Hammer FX を利用したテストサービス。IVRの

応答性能や IP 環境における音声品質テストな

どコンタクトセンター個別の要件に応じてテスト

計画作成、テスト実施、結果報告を提出。 

 

Hammer CA コールアナライザ 

 

VoIP における顕在化した問題を分析し、原因特

定のための解析手段を提供。 

 

Voice Watch 

 

音声自動応答システム（IVR）に関わるコールフ

ローを 24 時間 365 日監視する ASPサービス。 

 

OneSight For Contact Centers 

 

音声システム機器をシステム管理者なしで監視

するツール。Voice Watch との連携により、音声

トランザクションとシステム性能状態を単一の

Web コンソールで管理。 
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９．おわりに 

 

IP 電話の契約数はここ３年間で約３倍に急増しており、一方、IPコンタク

トセンターの普及も急速に進んでいる。それにもかかわらず，大手通信キャリ

アの IP電話サービスに障害が発生して２日間も全ダウンするような事象も発

生しているのも事実である。従来のレガシィな公衆通信網に対して、近年、急

速に発展を続けている IP通信網の安定性には、やや不安を持たざるを得ない

のも実態ではあろう。 

 

 

 

しかしながら、IP技術・サービスの活用により、以前より格段と容易にかつ

低コストで構築することが可能となった５章で述べたようなバーチャルコンタ

クトセンターのメリットを考えれば、これを活用しない手はない。安定して動

作していることを定常的に監視する方法や、何か問題が発生した時に迅速に対

処できるための手段や冗長構成をあらかじめ考えておくことで、このような問

題点はカバーすることができよう。 
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 このような視点から、本レポートで説明してきた負荷テスト、音声品質測定

サービス、顧客視点からの性能・品質監視、コンタクトセンター統合監視など

の通話品質管理ソリューションは、今後、ますます重要で必要不可欠なツール

になると考えられる。本レポートが皆様のコンタクトセンター構築やコンタク

トセンター運営に少しでも参考となれば幸いである。 
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