
スではなく、企業が継続的な利益

を得るために必要なこと」と強調

した。

14日の基調講演は、「コンタクト

センターの新しいサービス─

アクティブサポートのすすめ」をテ

ーマに、コミュニケーション・デザ

イナーの河野 武氏がソーシャル

メディアが変えるカスタマーサポ

ートの新しいカタチについて解説

した。河野氏は「顧客の多くはサ

イレントマジョリティではなく、イン

ビジブルマジョリティ。黙っていた

わけではなく、企業にその声が届

かず見えなかっただけ」と冒頭で

説明。その状況を一変させたの

がソーシャルメディアで、Twitter

やFacebookなどを通じてインビ
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大阪で5回目となる「コールセ

ンター／CRMデモ&コンファレ

ンス」。今回の全体テーマは『結

ぶ、繋ぐ、築く』。

昨年の大震災以降、改めて示

された人と人との繋がりの重要

性。そのコミュニケーションの一

翼を担っているコール／コンタクト

センターの役割を再認識し、一層

の改善・向上を目指そうという思

いが込められたものだ。

また、今回新たに「マーケティ

ング・テクノロジーフェア 2012 in

大阪」を併催。さらに、同時期に

開催されている「ネット＆モバイ

ル通販ソリューションフェア 2012

in 大阪」（主催：UBMジャパン）

の展示会場が今回は同一フロア

になった。いずれもコール／コン

タクトセンター・CRMと関連の深

い領域だけに、イベントの相乗効

果が発揮された。

コールセンター／CRM デモ＆

コンファレンスの13日の基調講演

では、「VOCから見るコールセン

ターの重要度」と題して、顧客満

足度の調査機関であるJ.D.パワ

ー アジアパシフィック 副社長の

鈴木 郁氏が、同社が実施した顧

客満足度調査結果を元に、CSの

構造と顧客接点の貢献度につい

て解説した。この中で鈴木氏は

「CSとは、商品やサービスに対し

て顧客が認知した“知覚品質”か

ら“事前期待”を差し引いたもの。

知覚品質が事前期待を上回る度

合いが大きいほど顧客の満足感

は高い」と説明。そして「CS向上

は単なるマナーや無償のサービ

CS貢献度とアクティブサポート
基調講演で2つのトレンドを解説
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マーケティング・テクノロジーフェアを併催
ソーシャル対応をはじめ次世代トレンドを提示
「第5回 コールセンター／CRM デモ＆コンファレンス2012 in 大阪」（主催：リックテレコム 月刊「コン
ピューターテレフォニー」、UBMジャパン）が6月13日・14日の2日間、大阪市中央区のマイドームおお
さか・大阪商工会議所を会場に開催された。展示会や各種講演、セミナーを通じて、ソーシャル対応な
ど次世代トレンドをはじめ、センター運営の課題解決の方策が提示された。

アズベイス

アニモ

アルファコム

eGENTIC

伊藤忠テクノソリューションズ

茨城日立情報サービス

岩崎通信機
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インタラクティブ・インテリジェンス

SCSK

NEC

NECインフロンティア

NTTアイティ

NTTアドバンステクノロジ

NTTソフトウェア

NTT西日本

NTTネオメイト

NTTマーケティングアクト

MITシステム研究所 

エンピレックス

オウケイウェイヴ

OKI

OKIソフトウェア

キヤノンソフト情報システム

協和テクノロジィズ

KDDIエボルバ

サクシード

GNネットコムジャパン

ジーネクスト

ジェネシス・ジャパン

住友商事マシネックス

ゼンハイザージャパン

タカコム

TAM

ディアイスクエア

テクマトリックス

東電通

長塚電話工業所 

日鉄日立システムエンジニアリング

日本アスペクト・ソフトウェア

日本アバイア

日本プラントロニクス

日本マイクロソフト

NEXUS COMMUNITY

ネクソ

野村総合研究所

ハンモック

PR Newswire Japan

P&Wソリューションズ

プラスアルファ・コンサルティング

ベリントシステムズジャパン

ベルーナ

三菱電機インフォメーションシステムズ

リンク

WOWOWコミュニケーションズ 

（50音順） 

図1 出展社一覧

トレンドテーマセミナーは13日が
「クラウドコンタクトセンター」、14日が
「ソーシャルCRM」をテーマに、現場
の課題から運用のヒントについて、い
ずれもホライゾンBPC 代表取締役の
堀 雄一氏が講演。ベンダー各社の担
当責任者が自社ソリューションの説明
および活用ポイントをプレゼンテーシ
ョンした。
クラウドコンタクトセンター（13日）

については、堀氏の講演に続いてイン
タラクティブ・インテリジェンス エンジ
ニアリングマネージャーの浅田逸朗
氏、沖電気工業 企業ネットワークシス

テム事業部 CTstage & サービスビジ
ネスユニット CTstage & サービスチー
ム チームマネジャの久保 治氏、リンク
BIZTEL事業部 マーケティング・パー
トナーチーム マネージャーの高原陽一
氏がプレゼンテーションを行った。
続く14日のソーシャルCRMでは、

同じく堀氏の講演の後、ジェネシス・ジ
ャパン ソリューション・エンジニアリン
グ本部部長の飯塚純也氏、ベリントシ
ステムズジャパン プリセールス担当の
佐藤裕之氏、プラスアルファ・コンサル
ティング 取締役の鈴村賢治氏がそれ
ぞれ説明した。

一方、事例＆ソリューショ
ンセミナーは、2日間にわた
りベンダー4社の担当責任
者が自社の重点ソリューショ
ンを事例を織り交ぜながら
披露した。
4社のテーマと講演者は次

のとおり。
＜13日＞
・コンタクトセンターの「想定

外」を想定する！ ～ アバイア・プロ
フェッショナル・サービスで実現する
システム品質管理 ～（日本アバイア
アバイアプロフェッショナル・サービ
ス部 ソリューション・アーキテクトの
山田友則氏とエンピレックス パート
ナー営業 セールスマネージャーの高
澤俊行氏）
・クラウド・コンタクトセンター ソリュ
ーション「CaaS」の紹介（インタラク
ティブ・インテリジェンス エンジニア
リング・マネージャーの浅田逸朗氏）
・最先端のコールセンターに求められ
る3つの効率化 ～ TRUE TELLER
によるFAQ管理、音声認識・要約、
テキストマイニングの活用 ～（野村
総合研究所 ビジネスインテリジェン
ス事業部 主任システムコンサルタン
トの中川敬介氏）
＜14日＞
・企業のビジネスプロセスの一環とし
てのコンタクトセンターリソース管理
手法とは（日本アスペクト・ソフトウェ
ア代表の垣貫己代治氏）
いずれも多数の参加受講者を集め、

ITのトレンドとソリューションに対する
関心の高さを示した。

ITソリューションのトレンドと活用ポイントを
講演・事例・ベンダープレゼンで説明
コール／コンタクトセンター運営に欠かせないITソリューション。今回も
13・14日の2日間にわたり、2つのセミナーが開催された。「トレンドテー
マセミナー」ではクラウドとソーシャルを2大テーマにトレンド解説および
ベンダー各社がITソリューション活用のヒントをプレゼンテーション。「事
例＆ソリューションセミナー」では、各ベンダーの重点ソリューションが事
例を交えながら紹介された。

トレンドテーマセミナー／事例＆ソリューションセミナー

トレンドテーマ
セミナーで講演
するホライゾン
BPC 代表取締
役の堀雄一氏

多数の参加受講者を集めた事例＆ソリューションセミナー



力供給見通しがまだはっきりして

いなかった時期だっただけに、

BCP対策ソリューションにも引き

続き関心が寄せられていた。

展示会場と同フロアのセミナー

スペースでは出展企業がワークシ

ョップを実施し、自社製品・ソリュ

ーションを訴求した。また、昨年

11月の東京開催時に話題を集め

た基調講演「米ザッポスに学ぶコ

ンシェルジェ対応」（講演者：ダイ

ナ・サーチ 代表取締役 石塚しの

ぶ氏）の録画を会場内で放映し、

来場者がブース見学の合間に足

を留めていた。

そして、新たに併催したマーケ

ティング・テクノロジーフェアの展示

ブースでは、オウケイウェイヴ、プ

ラスアルファ・コンサルティング、

WOWOWコミュニケーションズな

どが、ソーシャルメディア対応や顧

客の声をマーケティングに活かす

ソリューションをアピールした。

来場者数は前回とほぼ同じ約

3000名だったが、同一フロアで

開催したネット＆モバイル通販ソ

リューションフェアからの見学の

流れもあったことから、会場内は

例年以上の活気が見られた。

特別コンファレンスは「コンピ

ューターテレフォニー厳選 事例

に見るコンタクトセンター『カイゼ

ンのHint』」と題して、「コンタクト

センター・アワード2011」受賞企

業 2社をゲストスピーカーに迎

え、そのプレゼンテーションにコ

ンサルタントがプロの視点で質問

や意見を投げかけた。

このほか、セミナーとして、トレ

ンドテーマセミナー、事例＆ソリ

ューションセミナー、通販道場を

開催。また、実践研修講座を13

講座開講した。

そして、今回が国内初開催とな

マーケティングの新形態を
展示会・講演・セミナーで訴求

ったマーケティング・テクノロジー

フェアでは、顧客とのコンタクトチ

ャネルが多様化するなか、新たな

コミュニケーション形態や最新の

プロモーション技術によるブラン

ド強化について、展示会だけで

なく識者や先進企業による特別講

演・セミナーを通じて多くの提言

がなされた。ここでもとくに強調さ

れていたのは、ソーシャルメディア

の有効活用についてだった。
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ジブルマジョリティである顧客の

さまざまなを声を企業は検索でき

「見えるようになった」と語った。

そして、Twitterを活用したカス

タマーサポート手段として注目さ

れつつあるアクティブサポートの

手法と効果などについて、同分野

のパイオニアの立場からポイント

を指摘した。

展示会場では、57の企業・団体

が製品・ソリューション、サービス

を紹介した。出展社の内訳は、ハ

ード／ソフトウエアベンダーをはじ

め、SI企業、テレマーケティング・

サービス企業など例年同様多岐

におよんだ。出展品目もコンタクト

センター・プラットフォームをはじめ、

音声ソリューション、CRM実践ツ

ール、マネジメントツールなどが出

揃った（図1、図2参照）。

出展社のブース担当者に、来場

者の関心が高い製品分野やソリ

ューションについて聞くと、

通録、アウトバウンドに手堅さ
リプレース目的の来場者も目立つ

SaaS／クラウドは既に当たり前の

ように浸透しており、それを前提

にしたオンプレミスとの実勢価格

比較や具体的なメリット・デメリッ

トなど、実際に導入するに当たっ

てのより踏み込んだ内容に焦点が

あたっているという。また、ソーシ

ャルメディアへの対応について

は、まだ検討中のところも多いも

のの、今後のトレンドをしっかり押

さえておこうという意欲は強く、関

連ソリューションに対する関心が

高かったようだ。

実需として手堅いニーズがある

製品・ソリューションの1つは通話

録音装置。音声認識やiPhoneで

の検索・再生アプリケーションと

いった付加機能や、導入後のフォ

ローも意識した顧客視点・運用現

場視点のソリューションに注目が

集まった。また、アウトバウンドツ

ールもカード会社や生損保会社、

通販会社の関心が強いという。景

気低迷と競合激化の中、マス広

告の効果も下がっていることか

ら、コールセンターのセールス拠

点としての活用を改めて見直そう

という動きの表れと言えそうだ。

そして、全体的にシステムリプ

レースの検討や情報収集を目的

に来場したユーザーも多かったよ

うだ。昨年の大震災でリプレース

予定を先延ばしにしていたユー

ザー企業がここにきて本格検討し

始め、展示会に足を運んだケー

スも多いのではないかと関係者

は見ている。

また、関西地区では今夏の電
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プラットフォーム 
コンタクトセンタープラットフォーム、交換機／通信サーバー、ボード（回
線・音声処理）、CTIミドルウエア、FAXシステム、アウトバウンド、ユニフ
ァイドコミュニケーション、IPテレフォニー）

音声ソリューション IVR、音声認識・音声合成 

CRM実践ツール 

CRMパッケージ、顧客管理パッケージ、ヘルプデスク、Eメール処理シス
テム、Webコラボレーション、FAQシステム、分析ツール（テキスト／デー
タマイニング、BIなど）SFA、モバイルソリューション、Webマーケティング
ツール（SNS含む）、ナレッジマネジメント（情報共有）

マネジメントツール ボイスロギング、WFM ツール、エージェント管理ツール、eラーニング

その他 
ヘッドセット、セキュリティ、ファシリティ、人材系（教育・トレーニング、
HRMなど）、テレマ／アウトソーシングサービス、ロケーション／企業誘致、
その他 

図2 出展製品・サービスのカテゴリー分類

コールセンターが重要な役割を担
っている通販ビジネス。そこで、今
回初の試みとして、数々の通販コー
ルセンターで売り上げ向上の促進
を支援しているダイレクトマーケティ
ング・コンサルタントの三島麻子氏
が特別プログラム「通販道場」（14
日：13:00～17:00）を開講した。
同プログラムでは、『売り上げを

伸ばすコールセンターの極意』をテ
ーマに、Webコミュニケーションを
補完する対話型コミュニケーション
のアイデアや、コンバージョンとリピ
ート率を高めるコンタクトのタイミン
グの見極め方、リピーターづくりの

コミュニケーション戦略などについ
て解説。通販事業を大幅に伸ばす
ためのプロセスについて、具体的な
事例を交えながら解き明かした。
プログラム構成は次のとおり。
第一部：ダイレクトレスポンスマーケ
ティングの実践 ～ レスポンスをコン
トロールする
・広告の考え方と開発手法「ニッチ
メディアからマスメディアまで」
・新規顧客の獲得「ターゲットリスト
の収集とオファーの決め手」
・優良顧客の維持「成功する通販ビ
ジネスの鉄則」
第二部：成功モデルにみる通販コー
ルセンターの設計と運用 ～ 顧客と
の友好関係を築く
・センターの開発コンセプト、役割
と構造、運用計画の概要
・リピーター創出のためのアウトバ
ウンド戦略とスクリプト開発
・コールセンターに集まった情報で
マーケティングを進化させる

通販コールセンターで売り上げを伸ばす極意を
特別プログラムで具体的に披露

通販道場

特別プログラムで通販コールセンターの極
意を披露


