
コールセンター音声感情分析支援

通話相手の感情を通話中に
わかりやすくPC画面に表示します

事前にガイドラインや台本
（スクリプト）を作成、ご提供します

画面上の警告（アラート）と
ガイドラインを参考に電話応対します

電話応対状況と感情やストレスが
一覧表示、可視化されます

高リスクとなっているオペレータに対する
適切な助言のための示唆を提供します

台本（スクリプト）の見直しやオペレー
タへの教育を定期的に実施します

オペレータ用画面サンプルイメージ

サービスのご紹介
コールセンター向け音声感情分析サービスでは、不正・不祥事等の有事発生時における様々なクライシス状況下で蓄積された、数多くのインタビューの知
見と共に最先端の音声感情分析システムを導入することにより、電話応対強化を目指したコールセンターのDX化に加え、カスタマーハラスメント等による
離職等、オペレータに対する労働環境の改善に対してもご支援を提供するソリューションです。

ご提供する成果物
オペレータ用、マネージャー用とご提供する成果物が異なります。オペレータ用では受電時に通話相手の感情を解析することにより、適切な対応や話題、
通話継続、終了の判断等に有用な情報を提供。マネージャー用ではオペレータの感情、ストレス等の動きをモニタリングすることによりオペレータに対して、
適切な助言を与えるための有用な情報を提供し、労働環境を改善する示唆を得ることが期待できます。

システム導入支援
 コールセンター向け音声感情解析
システムのスムーズで効果的な導入の
支援

 ご利用のマニュアルの提供、
システム導入時の教育の実施

 音声感情分析に基づいた通話相手
の感情毎に対する電話応対方法の
教育、支援

 応対マニュアルの作成、集合研修等
の提供

オペレータ教育支援

 個人情報等を取り扱うコールセン
ターにおける情報ガバナンス、セキュ
リティ環境を評価、コンプライアンス
統制強化への助言をご提供

個人情報保護・強化支援電話応対・強化支援
システム
導入支援

オペレータ
管理支援

教育支援

コールセンター支援

導入のメリット

マネージャー用画面サンプルイメージ

 音声感情分析システムによるオペレー
タのストレス分析、モニタリング方法
のマネージャーに対する教育

コールセンターマネージャー支援

座席【一覧】

オペレータ ステータス 待機時間 通話時間 オペレータ お客様

1 オペレータA 受付可 01:40 00:00 正常 正常

2 オペレータB 対応中 00:00 05:31 高リスク 高リスク

3 オペレータC 対応中 00:00 01:22 正常 高リスク

4 オペレータD 対応中 00:00 10:22 高リスク 正常

グループ

リアルタイムモニタリング詳細

ストレス エネルギー
お客様情報 オペレータ情報

オペレータB

対応中 05:31

電話
対応支援

 電話応対の有効性向上、顧客か
ら申し入れのあったクレームの信頼
性、カスタマーハラスメントの検出
と対策の助言、評価、通話者に
対する応答の台本（スクリプト）
作成、助言、支援

個人情報
保護・

強化支援

ストレス

不安 怒り

非常に高いストレス

※オペレータ／ユーザ名

DX化の実現 オペレータのストレス軽減・
モチベーション向上

マネージャーによるオペレータに
対する効果的なフォローアップ業務効率UP 教育体制の

充実化
通話応答の
品質向上

通話相手とオペレータ双方の感情状態を可視化
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活用例
下記のような目的のために本ソリューションをご活用いただくことが可能です。

導入手続き
下記の手続きにてコールセンター向けソリューションを導入からデータ活用に至るまでご支援いたします。

 事業、社内規程、
業務マニュアル等の確認

 貴社IT環境の理解
 個人情報セキュリティ環境の
把握

 導入台数、導入範囲の
確認

 導入計画検討
 教育資料・ガイドラインの
作成

 台本（スクリプト）の作成

 音声感情分析システムの
導入支援

 システム利用の教育
 オペレータ向け
 マネージャー向け

 トレーニングの実施
 オペレータへの現状の応対
状況の把握

 トライアル稼働・振り返り
実施

 運用開始

 音声分析オペレーター資格
保有者による通話音声の
詳細分析支援
 通話相手の感情分析
 オペレータの感情分析
 マネージャー向け分析
支援

 個人情報の取り扱いにおけ
るセキュリティ環境の評価

 台本（スクリプト）見直し
支援

 運用開始後のオペレータの
応対状況の課題抽出、
対策検討支援

 マネージャーの管理、サポート
状況の課題抽出、対策検
討支援

 個人情報漏洩防止のため
の対策・助言提供

 個別ご依頼ベースでの資格
保有者による詳細な音声感
情解析実施と解析レポート
の提供

準備 導入・教育 データ分析支援 分析結果の活用支援

オペレータ／マネージャー 目的 提供する成果物

オペレータ 顧客等の通話相手に対する効果的な
会話を行いたい

 システムによる感情分析警告（アラート）
 応対ガイドラインと台本（スクリプト）

オペレータ 通話相手に対する印象を改善したい
 オペレータの通話中の感情分析
 応対ガイドラインと応対トレーニング

マネージャー オペレータのストレスレベルを把握し
労働環境を改善したい

 システムによるオペレータモニタリング
 感情・ストレス分析手法の教育

組織 通話相手の個人情報保護に関する
情報ガバナンスを強化したい

 情報ガバナンス統制強度評価支援
 個人情報保護コンプライアンス強化支援
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