コンタクトセンターの進化：顧客体験向上の中枢へ
ポストコロナ時代に提供すべき新たなCXについての考察
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本レポートでは、世界各国の先進的なコンタクトセンターが
顧客体験向上と業務効率化を両立するために取り組んでいる
５つのトレンドを紹介する
ページ
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トレンド1：アジャイルなサービス

変化への対応とCX最適化のためのクラウド化
世の中の変化が加速するなか、業務・システムの拡張性や変化への適応力を高める方法が求められている。それらを
実現する方法の１つがクラウド化であり、コンタクトセンターの責任者は、 今まで以上にクラウド化や柔軟な働き方の
導入を推し進め、環境変化への対応と顧客体験の最適化に取り組んでいる。
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トレンド2：至るところでAIを活用

AIを使ってパーソナライズされた体験を実現する
優れた企業は、データやAIなどのテクノロジーを活用し、よりスマートで人間らしい、自動化された体験を提供するために、
テクノロジーと人材を組み合わせた新しいモデルの構築に注力している。
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トレンド3：場所にとらわれない働き方

在宅勤務を継続的に活用する
新型コロナウイルスの感染拡大により、リモートワークのトレンドが急加速し、多くの企業は、計画していたよりもずっと早く
リモートワークを導入・拡大することを余儀なくされた。リモートワークの導入・拡大は困難ではあるものの、その苦労に見
合うだけのメリットがあるとコンタクトセンターの責任者は認識するようになっている。
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トレンド4：全チャネルから「適切な」チャネルへ

最適なチャネルへ顧客をシームレスに誘導する
サービスチャネルの多様化により、効率性が損なわれてしまうことがあるため、先進的な企業は「最適なチャネルへの誘導
（right-channeling)」に注力している。「最適なチャネルへの誘導」とは、カスタマージャーニーの視点で全ての顧客接点
を連携させつつも、個別のニーズに応じて最も効率的に対応できるチャネルに顧客を誘導することである。
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トレンド5：カスタマーサービスの価値を重視する

カスタマーサービスを通してビジネスの成長を促す
コンタクトセンターは、従来はビジネスを行ううえでのコストとして認識されがちであった。しかし、付加価値の高いカスタ
マーサービス体験の提供こそが重要であり、それを通してビジネスの価値が創出されると考える企業が増加している。

8

まとめ

全ての顧客に最高の体験を
「通常に戻る」ということはない。コンタクトセンターの責任者は、自社のDXがどこまで進んでいるかを評価し、単発のサー
ビスを一連の顧客体験に変えるよう取り組まなくてはならない。そして、一連の体験により顧客ロイヤルティを向上させ、
ビジネスの成長を促進することが必要である。
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はじめに

“2020”は破壊的変化の年
「お客様は神様です」とはよく言ったもので…
これまでの歴史や文化を振り返ってみると、サー
ビスとは従来「価値」であると認識されていた。
それはすなわち、利他的な行動を通して実証
される「価値」である。古くから人々は、「情け
は人のためならず」と言って、「サービス」の美徳
を称賛してきた。Fortune 500にランキング入り
している企業では、カスタマーサービスは今や4
番目に注目度の高いコアバリューである1。
しかし、過去数十年にわたって、会計上の定義
である「サービスとはビジネスを行ううえでの『コス
ト』である」という考え方が、企業のコンタクトセ
ンターに関する戦略や予算を左右してきた。低
賃金の顧客対応業務は、賃金が自国より低
い海外に委託されるようになった。自動音声応
答システム（Interactive Voice Response：
IVR）が導入されたことで、電話をかけてもオペ
レータになかなか繋がらない（時にはオペレータ
に繋がらないことさえある）状況になった。また、
通話時間は測定されるが、顧客応対の質は
測定されないことが多かった。
しかし、企業が顧客体験をより重視するように
なったことで、上記のような考え方が変わり始
めた。今日では、顧客体験（CX）こそが自社
の差別化や成長にとって不可欠であると、ほぼ
全ての企業が考えるようになっている。デロイト
の調査では、顧客の信頼やロイヤルティを勝ち
取ったり、失ったりする可能性が最も高い顧客
体験は、カスタマーサービスでのコミュニケーション
であり、特に企業を代表して顧客対応する担
当者とのコミュニケーションであることが明らかに
なっている2。そして、カスタマーサービスでのコミュ
ニケーションの品質が、顧客のライフタイムバ
リューに最も影響を与える要素であることが判
明した3。
2018年末から2019年の初めにかけて、デロイト
はコンタクトセンターの責任者を対象に、カスタ
マーサービス部門における優先事項や課題につ
いて調査を実施した。回答者の多くは、戦略
上の優先事項をコスト削減からCXにすでにシフ
トさせていた。
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そしてご存知の通り、新型コロナウイルスの感
染が拡大したことで、サプライチェーンの断絶や
地域のロックダウン、購買行動や働き方の変
化が発生し、企業は前代未聞のプレッシャーに
さらされている。
上記のような変化は突如として起こり、コンタク
トセンターにも甚大な影響を与えた。
• コンタクトセンターの業務面では、刻一刻
と変わる感染状況はもちろんのこと、当
局からの在宅勤務要請などの各種規制
も頻繁に更新され、それらに適応すること
が求められた。それにより、世界中の職
場と従業員が大きな影響を受けた。
• 顧客は突如として新たな問題に直面し、そ
れらを解決するための新たなソリューションを
必要とするようになった。例えば、過去に例
を見ないほどのeコマースや消費者直接取引
（D2C）の拡大、BOPIS（Buy Online
Pick-up in Store）やギグワーカーを活用し
た配送サービスなどの新しいデリバリーチャネ
ルへの急速な移行、そして新たな商品デザ
インや安全手順の採用などが進んだ。これら
の変化はいずれも、1年前には想像もできな
かった内容について顧客から問い合わせがあ
ることを意味し、企業は、電話やメール、テキ
ストメッセージ、書面などの対応に追われる
状態となった。
• 同時に、これまで経験したことがない形で、
コンタクトセンターはCXにとって必要不可欠
な存在となった。そして多くの場合、コンタ
クトセンターこそが、企業が成長を遂げるた
めに最も重要な存在となった。

劇的な環境変化の中で…
2020年末にDeloitte Digitalは、様々な業
界や国・地域のコンタクトセンターの責任者を
対象に調査を実施した（調査方法の詳細は
10ページを参照）。調査対象となった企業の
多くは、依然として、コロナウイルス感染拡大
により劇的に変化を遂げた市場・サプライ
チェーンや、地域のロックダウン、職場閉鎖、
従業員の混乱、顧客ニーズの変化などへの対
処に苦心していた。

しかし、上記のような困難にも関わらず、コンタ
クトセンターの責任者たちは、コロナ禍前と同じ
戦略的優先事項に注力し続けていると回答し
ている。社内からのコスト削減や効率性向上
に対する期待も変わらず大きいものの* 、コンタ
クトセンターにとって、CXが最も重要な優先事
項であるということはコロナ禍前から変わらず、
2年後にはその優先順位がさらに高くなってい
るだろうと考えていた。
先進的な企業は今、カスタマーサービスに対す
る未来のニーズを満たすために、大胆かつ戦略
的に行動を起こしている。DXの推進や、働き
方・働く場所に関する新たなモデルの採用、
チャネルミックスの再考、コンタクトセンターから
収益を生み出す方法の模索などを行っている
のである。また、戦略とオペレーション間のクロー
ズドループを強固にするために、KPIマネジメント
の見直しを行っている。
コロナ禍による深刻な問題が解決に向かいつ
つあるなか、コンタクトセンターの責任者が
2020年の教訓を振り返り、今後の改善や差
別化を推し進めるには、今が良いタイミングで
ある。本レポートでは、CXの向上とともに、より
効率的かつ付加価値の高いオペレーションの
実現を目指すコンタクトセンター責任者にとっ
て有益な、５つのトレンドについて論じる。

*個別に引用元を記載している場合を除き、
本レポートの内容は、デロイトが独自に実施
した調査や、クライアントへのサービス提供
実績に基づいている。

トレンド1：アジャイルなサービス

変化への対応とCX最適化のためのクラウド化
2020年に企業に求められていたことを一言で
表すとしたら、それは「アジリティ」であった。新
型コロナウイルスの感染拡大によって、企業は
商品のマーケティング・販売・仕入れ・製造・輸
送・提供の方法を速やかに調整することが求
められた。それと同時に、人事や財務などの
バックオフィス部門における手順や優先事項も
再検討が必要になった。従業員の多くは在宅
勤務に移行しながら、新たな顧客ニーズに対
応すると同時に、新たなスキルやプロセスを習
得する必要があった。変化の影響は全ての業
種、業界、国に及び、変化を免れる人は一人
もいなかった。
コンタクトセンターの責任者の中には、あまりの
急激な変化に対応しきれない者も存在した。
オンプレミス環境を前提に選定・設計されたテ
クノロジーやインフラ、プロセス、安全手順は、
在宅での業務にそのまま移植することはできな
かった。特に、地方拠点や海外のオフショア拠
点では、従業員が自宅で高速インターネットや
十分な執務スペースを確保できない場合が多
く、在宅勤務への移行が困難であった。新しい
商品や機能、配送の仕組み、ビジネスポリシー
が生み出されたことによって、コンタクトセンター
の責任者は従業員の研修や評価、エンゲージ
メント醸成などの人材マネジメント手法を、迅
速かつ細やかに見直す必要があった。
上記のような劇的な変化を受けて、コンタクト
センターの責任者の多くは、クラウドテクノロジー
を中核に据え、DXへの投資を増やすように
なった。

2020年末には、コンタクトセンターのシステムを
クラウド化しているのは、調査した企業の32%
に過ぎなかった。しかし、今後2年以内にクラウ
ド化予定の企業を含めると、その数は75%に
のぼった。多くの企業は、CRM（カスタマーリ
レーションシップマネジメント）やIVR（自動音
声応答システム）のクラウド化から着手してい
るが、その他主要テクノロジー全般でもクラウド
化が加速しつつある。例えば、ACD（着信呼
自動分配装置）といった音声基盤、アナリ
ティクス、通話録音、品質管理、ナレッジ管理、
WFM（ワークフォースマネジメント）などである。

もちろん、クラウド化には、単なる新しいシステ
ムの導入以上の意義がある。クラウド化によっ
て企業は、対応業務の内容や規模、各種業
務プロセスを柔軟かつ繰り返し変更できるよう
になる。すなわち、クラウド化によって、ビジネス
の進め方や人材マネジメント、顧客とのコミュニ
ケーション方法を即座に見直すことが可能とな
り、その見直しの範囲は、オペレータをどのよう
に採用・育成するかから、IVRを通して顧客とど
う接するか、複数チャネルをどのように連携させ
るかなど、多岐にわたる。
同様に、オペレーションの柔軟性を高める手段と
して、コンタクトセンターの責任者は業務の外部
委託にも注力している。調査結果を平均すると、
2年後の外部委託比率は、全従業員の37%と
なる見込みである。また、リショアリングも増加
傾向にあり、業務を海外から国内に戻す、ある
いは、そもそもオフショアしない方針で検討して
いる企業は、全体の25%に達する。

オフショアリングは依然として、サービスに係る全
般的なコスト削減施策として効果的であるもの
の、コンタクトセンターにおけるワークフォースマネ
ジメントの機動性向上の観点では、自国内で
の外部委託やリショアリングも有効である。な
ぜなら、規模の拡張性確保や、専門性の深
化、市場投入までの時間短縮を実現すると同
時に、オペレーション上のリスクを軽減できるから
である。
コロナ禍前までは、セキュリティ上の懸念や予
算不足、クラウドを導入・管理するための社内
ケイパビリティ不足を理由に、クラウド導入に二
の足を踏んでいた企業が存在した。しかし、顧
客や競合他社、市場、テクノロジーが瞬く間に
変化し得る時代において、今やクラウドは単な
る「あったらいいもの」ではなく、ビジネスを行うう
えで「必須なもの」であると、多くのコンタクトセ
ンター責任者が認識するようになっている。

コンタクトセンターの
75%が、クラウドに移行
済または今後2年以内
にクラウド移行予定で
ある

なぜクラウドが重要なのか
どの業界や業種、国・地域をとってみても、クラウドはオペレーションのスピード、拡張性、機動性を高める手段と
して、有効性が実証されている。CX改善に注力しているコンタクトセンターは、顧客ニーズの変化や、競争環境
の変化、規制や生活環境の変化に対応するため、クラウドがもたらす適応力が必要になる。
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トレンド2：至るところでAIを活用

AIを使ってパーソナライズされた体験を実現する
顧客は企業に対して、「真に人間らしい体験」
の提供を求めている。Deloitte Digitalが30万
件以上のソーシャルメディアへの投稿を分析し
た最新の調査によると、「企業が自分を大切
に扱ってくれた」という内容のSNS投稿において、
最も多く言及されている要素は、サービス提供
時の人間同士のコミュニケーションであった4。
顧客が人間同士のコミュニケーションを好む傾
向は、コンタクトセンターの責任者にとって驚く
べきことではない。しかしながら、オペレータによ
るサービス提供はコストが高く、着信件数の変
動に合わせて、機動的に要員数を増減させる
ことも困難である。
IVRやウェブ上のセルフサービスといった従来のテ
クノロジーでは、簡単な問い合わせを極力オペ
レータに接続せず、自動受付システムに誘導す
ることで、この課題の解消を図ってきた。そうす
ることで、オペレータは、電話応答前に手元で
顧客情報や問合せ内容を確認したり、より複
雑な用件の対応に注力したりできるようになっ
た。
しかし、IVRメニューの自動音声案内に従って手
続きを進めることが、人間らしい体験ではない
ということを我々は自ら体験して知っている。自
動音声案内が終わって、ようやく人間のオペ
レータまでたどり着いた時に、すでにIVRに入力
したアカウント情報を再度提示するように求め
られると、もはや非人間的な対応だと感じてし
まう。
今日のテクノロジーの進歩は、顧客エンゲージメ
ントの構築方法やサービス提供モデルに変革を
もたらすものであり、その影響は、従来の自動
受付システムへの通話転送やコスト削減を上
回るものとなっている。

コンタクトセンターが、よりパーソナルで直感的か
つ親身な体験を、より素早く、極力自動化さ
れた状態で、大規模に提供するためのカギに
なっているのが、自然言語処理（NLP）、
音声認識、ロボティクスとプロセス自動化
（RPA）などのコグニティブテクノロジーである。
IPテレフォニープラットフォームから、ワークフォース
マネジメントシステムやワークフロー管理システム
に至るまで、AIは既にカスタマーサービス業務の
至るところに取り入れられており、今では、もは
やAIが取り入れられていないソフトウェアを探す
方が困難になっている。そして、新たなシステム
モジュールや統合型システムが絶えず誕生して
おり、それらを活用して、今まで以上に迅速な
問題解決や、パーソナライゼーション、スマートな
自動化を実現するユースケースが広がり続けて
いる。
確かに、上記のような投資が効果を発揮する
までには時間がかかる。「AIが期待通りまたは
期待以上の効果を発揮した」と回答したのは、
調査対象となったコンタクトセンター責任者の
25%に過ぎず、その一方で40%が、「AIはまだ
期待した効果を発揮していない」と回答してい
る。また、回答者の多くは、自社のAI運用状
況について、まだパイロット運用ないしテスト段
階であると回答している。成功を加速させるた
めには、ある特定の業務分野で効果を発揮で
きるようなAIの活用方法を確立すると同時に、
AI技術をもっと上手く広範に活用する準備を
整えておくことが重要になる。

AIの能力を補完し、拡張するため、企業はRPA
やCRM、ワークフロー最適化、“ネクストベストアク
ション”などのプロセス自動化にも大いに投資して
いる。調査した企業の3分の１が、今後2年間に
上記領域への投資を計画していると回答した。
これらテクノロジーが適切に導入され、統合的
に運用されれば、企業は、簡単な問い合わせ
を自動処理する場合においても、より顧客に
とって価値のある体験を素早く提供できる。ま
た、人間のオペレータが対応する場合において
も、オペレータは、個々の顧客データや業務ナ
レッジを参照したり、各種業務支援ツールを利
用したりすることで、より親身で柔軟に、顧客か
らのありとあらゆる要望に応えられるようになる。

コンタクトセンター責任
者の79%が、今後2年
間でAIにさらに投資す
ることを計画している

AIに対して現在最も懐疑的な見方をとっている
人でさえ、AIはコンタクトセンターのオペレーション
やCXに革新をもたらすと認識しており、どのコン
タクトセンター責任者も、AIの持つポテンシャル
が現実のものとなった際に取り残されていたくな
いと考えている。

人とテクノロジーを融合させる
今日、AIは主に、顧客とのコミュニケーションをIVRやチャットボットに移行させ、人手を介さず
自動で処理完結させることを目的に活用されている。一方で、AIの活用において先進的な
組織は、顧客とオペレータの人間同士のコミュニケーション改善にも尽力しており、音声/テキス
ト解析やナレッジマネジメント、CRM等の各種ツールと顧客データを結びつけることで、パーソナ
ライズされた“まさにその瞬間に求められる体験”を提供できる仕組みを構築しようとしている。
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トレンド3：場所にとらわれない働き方

在宅勤務を継続的に活用する
2020年の初めには、新型コロナウイルスの感染
拡大によるロックダウンが世界中で実施され、
コンタクトセンターの大多数が、オペレータの全
員ないし大半を、極めて短期間で在宅勤務に
移行させることを余儀なくされた。しかし、2020
年も末頃になると、在宅勤務を行う直接雇用
のオペレータの割合は56%にまで低下した。各
国で規制が緩和されたために、世界中のコンタ
クトセンターで従業員を在宅からオンサイトに戻
す動きが出てきたからである。外部委託先のオ
ペレータにも同様の傾向が見られ、デロイトが調
査した時点では、外部委託先のオペレータの
35％が在宅勤務を行っていた。
コンタクトセンターのオペレータの在宅勤務率が、
コロナ禍前は平均6%であった事実と比較して
みると、在宅勤務がどれだけ迅速かつ劇的に
広がったかがよく分かる。
コロナ禍以前には、カスタマーサービス部門の多
くは、その業務や職場環境の特性から、在宅
勤務に切り替える準備が十分にできていなかっ
た。ロックダウンを契機に、在宅勤務の導入計
画や運営要領を（ほとんどの場合ゼロから）
急いで策定するなか、多くの責任者が「これは、
コロナ禍によって生み出された一時的なニーズに
対処するための緊急措置なのか？それとも、
競争優位性を生み、顧客体験を高める新た
なモデルに移行するチャンスなのか？」という疑
問を抱いた。
コロナ禍以前にも、柔軟な働き方やリモート
ワークが少しずつ普及し始めていたが、コンタク
トセンターに在宅勤務制度を導入する際には、
多くの困難に直面することになった。現代社会
において多くの場合、コンタクトセンターのオペ
レータは非正規雇用が多く、職務経験も乏し
いために、他の従業員よりも長期にわたる研
修を必要とする。

それに加えて、ストレスの溜まりやすい業務内
容でもあり、怒っている顧客との骨が折れるコ
ミュニケーションなど、業務の負荷は大きく、コン
タクトセンターの離職率が高いのは当然ともい
える。
このような従業員の課題が、コロナ禍による在
宅勤務への半ば強制的な移行によってさらに
増幅した。調査した企業の25%が、オペレータ
のパフォーマンス悪化および採用と教育に要す
る期間の長期化が発生していると回答した。
新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた初期
の頃は、多くの企業が業務とシステムの両面で
在宅勤務制度に切り替える準備が十分にでき
ておらず、状況はさらに複雑化した。オンプレミ
ス環境のPCやサーバ、固定電話は、簡単に自
宅には持ち出せず、持ち出せたとしても、特に
地方やオフショア拠点の従業員の自宅には安
定したインターネット環境が整備されていない
ケースもあった。また、リモートで働く従業員を管
理し、リモートで研修を実施する方法は、これま
でに策定も検証もされてこなかった。
このような多くの障害があったにも関わらず、コ
ンタクトセンターの責任者は今や、コンタクトセ
ンターの将来の運用モデルにとって在宅勤務が
必要不可欠であると認識するようになっている。
近いうちにオンサイト中心の業務を再開すると
いう企業も存在するなか、先見的な企業は、
オペレータが長期的に在宅勤務できるようにす
るための持続可能な基盤の構築に尽力してい
る。なぜなら、在宅勤務によって、優秀な従業
員を低コストで雇うことができるようになるから
である。
高速インターネットとPCのある場所であれば、
どこからでも仕事ができるようにすることで、企
業は従来の職場からは遠く離れた場所にいる
人材を活用することができる。通勤時間や、コ
ンタクトセンターの近くに住むための住居費を
問題視する必要もなくなる。

加えて、ギグワークやパートタイムで仕事をするこ
とを希望する専業主婦（夫）など、企業はよ
り幅広い人材を活用できる。
リモート環境でのオペレータのパフォーマンスは、
コンタクトセンター責任者にとって懸念事項で
はあるものの、在宅勤務によって最終的にコン
タクトセンターの運営費を削減することができる。
従来は固定費と考えられていた、サービス提供
に直接関連しないオフィスの賃料・水道光熱
費など、オフィスを構える費用を部分的に、あ
るいは完全に削減することができるからである。
調査した企業の8%は今や、自社の物理的な
コンタクトセンターを完全に閉鎖することを計画
している。
一方で、当然ながら上記のような変化には困難
がつきものである。
短期的には、コンタクトセンター責任者の多くは、
コラボレーションとチームビルディングのためのツー
ル、リモート研修のためのツール、オペレータの
デュアルモニタ環境、クラウド型の音声基盤な
ど、従業員とマネジメント双方のニーズに応える
ための投資を増やしている。
長期的には、配属初日から従業員に対しリ
モート研修を行えるよう、ツールとプロセスを整備
し、しっかりとした研修プログラムを構築すること
が重要となる。また、従業員体験を向上する
仕組みや、レジリエントなリスク/セキュリティ対
策、従業員がどこで勤務していようとも、目的
意識や職場とのつながりを感じることのできる
様々な仕組みを整備する必要があるだろう。

コンタクトセンターの
77%が、在宅勤務を
導入・推進している

在宅勤務がなぜ成長につながるか
在宅勤務という働き方を受け入れることで、企業は多くの場合、より優秀かつ低コストの人材を確保しつつ、ピーク時の
ニーズに対応できるようにリソース配置の柔軟性を高めることができる。これにより、組織としてのアジリティを向上させな
がら、働き方に関する従業員の様々な要望を叶えられる可能性がある。
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トレンド4：全チャネルから「適切な」チャネルへ

最適なチャネルへ顧客をシームレスに誘導する
今や企業には、電話、メール、ライブチャットや
非同期型のメッセージング、ソーシャルメディア、
店頭での接客や郵送に至るまで、様々な手
段であらゆるニーズに対し24時間サービスを提
供できることが、多かれ少なかれ求められてい
る。企業は、各チャネルの運用能力を高め、
顧客にシームレスな体験を提供できるよう、
チャネル間の連携に尽力している。
その取り組みの背後には、消費者は一貫性の
ある体験を望んでおり、そのようなサービスを提
供していないブランドとは関係を打ち切っても構
わないと考えていることを、企業が認識している
ことが挙げられる。
そのため、コンタクトセンターの責任者は長年、
オムニチャネルの整備を常に念頭に置いてきた。
オムニチャネル実現に向けて、調査した企業の
約60%は自社サービスのチャネル間連携を強
化する取り組みを行ったと述べており、その結
果として11%の企業がチャネルを横断して顧客
にシームレスな体験を提供できるようになってい
ると回答した。
オムニチャネル化を進めるうえで問題となるのは、
全てのチャネルで最高の顧客体験を提供する
ことはほとんど非現実的だといういことである。
この事実を、顧客は直感的に実感しているよう
である。今日では、コンタクトセンター責任者の
36%が、問合せチャネルの拡充に継続して取
り組んでいるにも関わらず、顧客は使い慣れた
チャネルを繰り返し利用していると述べている。
それは主に電話であり、最も高コストなチャネ
ルである。
顧客ニーズとビジネスニーズのバランスを取るた
め、コンタクトセンター責任者は、「適切なチャ
ネルへの誘導(right-channeling)」という新し
い理論のもと、オムニチャネルでのサービス提供
を補完しようとしている。それは、顧客が問い
合わせてきたチャネルで初期対応しつつ、要望
を解決するのに最も適切なチャネルへ顧客を
誘導するという考え方である。
ここで重要なのが、オムニチャネルでのサービスと
いうのは、「どのチャネルでもそこで完結できる
（any channel）」ということではなく、「全て
のチャネルを組合せて対応する（all
channels）」ということである。
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上手くやれば、提供している全てのチャネル間
をシームレスに横断できるようになるが、チャネル
横断していることを顧客に全く感じさせないとい
うよりも、チャネル横断の各ステップで、顧客が
大切に扱われたと感じられるようにサポートしな
がら、顧客を最適なチャネルに誘導することに
なる。
「適切なチャネルへの誘導」は、顧客の問い
合わせ用件ごとに、適切な受付チャネルを
選定することから始まる。最適なチャネルの
選定においては、各用件の性質や取り扱う
データの種類、利便性、そのチャネルで一次
解決できるかといった観点で評価を行う。最
適な受付チャネルが決まったら、そのチャネル
へ顧客を誘導するための施策を実施してい
く。
例えば、顧客が登録住所を変更したい場合、
それを効率的に行えるチャネルが1つ用意さ
れていればよい。Webサイトで効率的に受
付できる用件について、顧客が電話など別
のチャネルで問い合わせしてきた場合は、
SMSやメールで最適なWebページへのリンク
を送信するなど、自動応答システムを活用し
て顧客を適切なチャネルへと誘導する。

これは、単に効率性の問題に留まらない。消
費者調査の結果、商品の品質や値段を一通
り検討した後は、サービスの品質とスピードが、
企業に対する信頼を醸成するのに最も重要な
要素であると顧客が考えていることが判明した5。
オムニチャネル化し、用件ごとに最適なチャネ
ルで顧客対応を行うことで、自社が顧客のこ
とを理解しており、顧客の時間を大切にしよう
としていることを示すことができる。そして、どの
ような用件に対しても、顧客にとって価値のあ
るソリューションを一貫性をもって提供できるよ
うになり、顧客の信頼が醸成される。そうする
ことで副次的に、サービス提供にかかるコストや
複雑性を低減することができるのである。

顧客の87%が、複数
のチャネルで同じ情報
を繰り返し伝えないと
いけないことに苛立ちを
感じており、その結果、
顧客の73%が企業と
の取引内容の見直し
を検討した6

プロジェクト事例
業界トップの、ある消費財メーカーは、複雑なチャネル構成
がサービスの効果と効率性を損なっていることに気がついた。
デロイトは、同社が顧客の問い合わせ傾向とチャネルの利
用状況を分析する際のサポートを行い、顧客体験向上とビ
ジネスの効率性向上を両立させるために、最適なチャネル
へ顧客を誘導する手法を考案した。

トレンド5：カスタマーサービスの価値を重視する

カスタマーサービスを通してビジネスの成長を促す
従来、コンタクトセンターはビジネスにとって必要
経費であり、それ以上のものではないと考えら
れてきた。今回調査対象となったコンタクトセン
ターにとっても、コスト削減は依然として戦略的
優先事項の2位に位置付けられている。
そこで問題となるのが、最も効率的なオペレー
ションが顧客や自社にとって最も望ましいとは限
らないということである。消費者調査の結果、
消費者の60%が、カスタマーサービスで悪い体
験をした場合、自分のお気に入りブランドとの
関係性を断つだろうと答えた。また、消費者の
66%は、お気に入りのブランドにクレームを出した
後に何の解決策も提示されなかった場合、商
品を二度と購入しないだろうと述べている7。
現在は様々なテクノロジーやリソースを活用して
カスタマーサービスの品質向上に取り組むことが
できるが、何が何でもコストを削減するという精
神では、カスタマーサービスの品質向上は困難
である。
近年では、CXが競争においてますます重視さ
れるようになり、デジタルファーストのビジネスモデ
ルを目指す動きが急速に進んでいることと相
まって、コンタクトセンター責任者は、カスタマー
サービス部門の目標や果たすべき役割を再考
するようになっている。CXを重視しているリーダー
は、組織目標をコスト削減から顧客と企業双
方にとっての価値創造へシフトさせている。
CX重視のリーダーは、現在のデジタルファースト
時代において、カスタマーサービスこそが、顧客
が企業と関わる最初かつ最重要な接点であ
ることを認識しているのである。パーソナライズさ
れ、顧客負担も少ない効率的なサービスを企
業側からプロアクティブに提供することで、企業
はより高い顧客満足度、信頼、ロイヤルティを
醸成することができる。これらはいずれも、ブラ
ンドの価値を高め、マーケットシェアを拡大する
のに重要な要素である。

言い換えると、カスタマーサービスで顧客に価
値ある体験を提供することで、企業にとって
のビジネス価値を生み出す方法を見出そう
としているのである。その一環として、カスタ
マーサービス部門でセールスに取り組む企業も
出てきており、顧客が置かれた状況やニーズ
に合わせて商品・サービスを提案することで、
カスタマーサービス部門が直接収益を生み出
すことができるようになっている。
この役割の変化を遂げるために、オペレーショ
ンを根底から作り変える必要はない。実際、
以下に記載した既存のテクノロジーに投資す
るだけでも、目的を達成することが可能であ
る。
• CRMを活用すれば、プロアクティブでパーソナ
ライズされたサービス提供の基盤となる、顧
客情報詳細の参照が可能である。
• アナリティクスを活用すれば、顧客の行動
や満足度、ライフタイムバリュー、解約の可
能性を測定・予測することができる。それ
により、サービス提供をさらにパーソナライズ
することが可能である。
• オムニチャネルの統合プラットフォームを活
用すれば、顧客を適切なチャネルへ誘導
することができ、最適なチャネルで顧客と
接点を持つことができる。それにより、顧客
へエフォートレスな体験を提供できる。
• ナレッジマネジメントシステムを活用すれば、
顧客と企業の両方において問題解決の効
率性を高めることができる。
• AIはカスタマーサービスの全領域に効果をも
たらす可能性があり、プロアクティブなアラー
ト発出やリマインド、パーソナライズされた提
案、エフォートレスなセルフサービス、効率的
な顧客対応を実現できる。

この役割の変化において成功を収めるには、顧
客が求めているもの、そして顧客が置かれている
状況を理解することが必要不可欠である。
コンタクトセンター責任者の55%が、顧客対応
時に売上貢献に繋がる提案を行っている、ま
たは行う予定であると回答している。しかし、
顧客がそもそもなぜ連絡してきたのかを真っ先
に把握しなければ、この取り組みは失敗する
可能性があるのため注意が必要である。例え
ば、初めて商品を購入した顧客が商品が届か
なかったり、破損していたりしたために問い合わ
せしてきたた場合、アップグレード版の購入には
関心がないだろう。その一方で、長きにわたり
関係性を構築してきたロイヤルティの高い顧客
にとっては、それこそがまさに求めていた案内か
もしれない。そのため、もしあなたの会社が次
に提供しようとしているサービスが、誰にでも汎
用的に当てはまるものである場合、それは悪い
サービスになりかねない。どのようなサービスを提
供するかは常に、顧客一人ひとりのデータと顧
客が置かれている状況に基づいて決定される
べきであり、パーソナライズが必須である。
提供価値に重きを置くことで、最終的にコンタ
クトセンターは、良いCXが生み出す長期的な
効果に焦点を当てられるようになる。それはす
なわち、顧客からの問い合わせ対応に今日か
かるコストが、将来にわたって続くベネフィットに
つながり得るということである。顧客が満足すれ
ば、解約率は下がり、ライフタイムバリューが向
上することで収益増加が図れるのである。

2倍：組織の最優先事項が収益拡
大だと回答するコンタクトセンターは、
今後2年間で倍増するだろう
3分の1減：同時に、組織の最優先
事項がコスト削減だと回答するコンタ
クトセンターは、32%減少するだろう

組織の壁を越える
カスタマーサービスを通して価値を提供するためには、マインドセットの変化だけでなく、顧客接点と社内組織を
一貫性をもって結びつけることが必要となる。商品開発部門や品質保証部門と営業部門やカスタマーサービ
ス部門との間に壁がある場合は、その壁を壊さなくてはならない。ビジネスの目的やブランド理念、マーケティン
グメッセージも同様に一貫している必要があり、サービス体験と結びつけられていることが重要である。
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まとめ

全ての顧客に最高の体験を
新型コロナウイルス感染拡大によりコンタクト
センターの現場は混乱したが…
2020年5月時点で、アメリカでは約280万人
のオペレータが働いていた8。しかし、新型コロナ
ウイルスの感染が拡大し始めてからの数カ月
間は、オペレータに電話がつながりにくく、誰も
280万人ものオペレータが働いているとは思わ
なかっただろう。
新型コロナウイルスの感染拡大により、どの業
界においてもカスタマーサービス部門は大きく混
乱し、特にDXの取り組みに着手したばかりの
企業は大きな困難に直面した。

振り返ってみると、最も驚くべきことは、急速に
変化する各国の規制や市況、顧客のニーズ、
ビジネスの優先事項に、大半の組織が素早く
適応してきたことである。在宅勤務制度をまだ
導入していなかったコンタクトセンターは、急遽
必要な制度を立ち上げて運用した。その中に
は、コンタクトセンターのデスクトップパソコンをオ
ペレータの自宅に台車で搬入してでも在宅勤
務を実現した企業がある。顧客のニーズに合っ
たサービスを提供しつつも、オペレータの業務負
荷軽減に向けて、企業はクラウドベースのツール
やAIを使ったチャットボットなどへの投資を増や
した。その結果、2020年末に複数の業界を対
象に実施した調査によると、約1.5億件のイン
バウンド/アウトバウンドコールについて、顧客の
待ち時間や保留時間が平均して実に53%減
少したことが明らかになっている9。
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その舞台裏で行われていた、従業員や業務プ
ロセス、テクノロジーを新しい環境に急いで適合
させることは、非常に難しく、コストがかかること
が多かった。

今こそCX・DXに取り組むべき時である
デロイトはクライアントと協業する中で、激変す
る2020年において成功を収めた企業には、以
下の共通点があることを発見した。
• 日々求められる迅速なコスト削減やコスト
発生抑止の施策を実行しつつ、CXに注力
する戦略を維持し続けていた。
• システムのクラウド化やワークフォースマネジメ
ントの柔軟化などの取り組みを通して、DX
が既にある程度進捗していた。
• オムニチャネルでの網羅的なサービス提供
と、適切なチャネルへの誘導がもたらす効
率性との間でバランスをとることの重要性
を認識していた。
• 部署・部門のサイロ化を解消し、社内の業
務を相互に結びつけることで、より首尾一
貫したシームレスなカスタマージャーニーを実
現することに尽力していた。

これらの企業は、所属する業種や市場において
現在有利な地位を占めている。その他の企業
は今こそ、CXやDXを戦略上の最優先事項とす
べきである。
それはすなわち、コンタクトセンターで得られる
顧客からのフィードバックやインサイトを活用し、
全社的に、問合せが発生した原因を根底から
解消することである。それはまた、AIやプロセス
自動化、機械学習を活用することで、付加価
値の低いコミュニケーションを自動化し、オペレー
タの時間を付加価値の高いコミュニケーションに
割けるようにするということでもある。また、体制
とテクノロジーの機動性を重視することで、業務
に拡張性をもたせ、特定のニーズが急発生した
場合でも、迅速に解決まで結びつけられるよう
にすることである。
最も重要なのが、カスタマーサービス部門のミッ
ションを再考し、顧客一人ひとりに対して価値
を高められるようにすることである。そのミッショ
ンを達成することで、コンタクトセンターは自社
のデジタル事業における中心的な存在として、
人間的な価値を提供することができるようにな
る。

進むべき道を見定める

貴社のコンタクトセンターをブランドの顧客体験ハブへと進化させるため、以下の質問を考えてみてください：

1

顧客は、問い合わせ内容に対して最適な
チャネルを利用しているか？
顧客のニーズに共感し、顧客の時間を大
切にし、顧客にとって価値ある形で、最適
なチャネルへ顧客を誘導するには、どうすれ
ばよいだろうか？

3

2

新型コロナウイルス感染拡大のような世界
的なイベントが再発した場合でも、コンタク
トセンターは迅速かつ効果的に対応できる
備えができているか？

4

出社と在宅のハイブリッド運用を実施する
場合、遠隔地のスキルの高い人材を採用
するためには、在宅勤務制度をどのように
整備すればよいだろうか？

5

AIへの投資効果を最大化するため
に、何をする必要があるか？

どのようにすれば、コンタクトセンターの注力す
べき優先事項をコスト削減から価値創出へ移
行できるだろうか？
この移行をサポートするには、どのようなプロセ
ス、研修、ツール、指標が必要か？

参考資料：
コンタクトセンターのトランスフォーメーションについて
コンタクトセンターのコロナ禍への対応と適応力
コンタクトセンター責任者の多くは、コロナ禍を契機
として、テクノロジーから柔軟な働き方に至るまで、

オムニチャネルな世界でのメッセージング
コンタクトセンターが非同期チャネルを
活用する方法について概説している。

ありとあらゆるものを再考している。
本レポート（英語）へのリンク

2021グローバルコンタクトセンターサーベイ：
日本企業のコンタクトセンターにおける課題と対応の方向性
「戦略」「業務」「人材」「IT」の４つ観点から、現状の課題と今後の対
応の方向性を考察している。

本レポート（日本語）へのリンク
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本レポート（英語）へのリンク

調査方法
デロイトは、世界各国のコンタクトセンターの責
任者を対象に、2020年11月から2021年2月に
かけて調査を実施した。本調査では、自社ビジ
ネスの現状と今後2年間の予測について尋ねた。
調査対象となった企業の業種は、消費財・産
業用製品製造・販売、資源・エネルギー、

政府・公共サービス、金融、サービス業、旅行・
ホスピタリティ、ライフサイエンス・ヘルスケア、テ
クノロジー・メディア・通信など、多岐にわたった。
それら企業のコンタクトセンターのサービス提供
先は様々で、B2CやB2Bの他に、ITや人事のヘ
ルプデスクなど社内向けサービスも含む。

コンタクトセンターのサービス提供先

回答企業の所在地（複数回答可）

36％

55％

B2B（企業向け）

B2C（個人向け）

11%
3%

33%

12%

アメリカ大陸

39%
61%

ヨーロッパ
9%

5%

社内向け

17%

■ サービス/サポート
■ 販売
■ マーケティング調査
■ 社内ヘルプデスク

問合せ先
住川 誠史
デロイト トーマツ コンサルティング
執行役員
ssumikawa@tohmatsu.co.jp

髙橋 周平
デロイト トーマツ コンサルティング
シニアマネジャー
shuhtakahashi@tohmatsu.co.jp

出典
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アフリカ

アジア

22%

9％

本年は、6地域14ヵ国に本社を構える135社の
代表者からの回答をとりまとめ、レポートを発行
している。デロイトは、 2013年から隔年で「グ
ローバルコンタクトセンターサーベイ」を発行してお
り、今回が第5回目となる。
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