
顧客ロイヤリティを向上する 
カスタマーエクスペリエンスの最適化 

概要

グルパマ /  
Groupama Rhône 
Alpes Auvergne 
(GRAA)
www.groupama.com 

業種： 
金融 /保険サービス

グループ売上高： 
約 1,300億円

顧客数：550,000社

従業員：2,000名

オペレーター数：550名

グルパマは、フランスを代表する金融・保険グループです。ジェネシスは、
グルパマの子会社である Groupama Rhone Alpes Auvergne (GRAA) が先
駆けて取り組んでいる、グルパマのブランドプロミスである「Toujours là 
pour moi （いつも私のそばに）」の実現に向けた戦略的な役割を果たしてい
ます。GRAA は、ジェネシスのソリューションを活用することで、イノベー
ションを通じて真の顧客満足を提供し、顧客との新しいコミュニケーショ
ンを創造しています。

「サービス要因」への着目
グルパマ子会社の GRAAは、グルパマ内でもいち早くジェネシスのコンタクトセンター・
ソリューションを導入しました。2003 年に TDM ( 時分割多重化 ) ベースの PBXとジェネ
シスを導入したものの、2006 年にはジェネシスの仮想カスタマーサービス・ソリューショ
ンへと移行し、PBXを必要としない完全なソフトウェアベースのシステム環境を構築しま
した。

仮想のコンタクトセンターの立ち上げに注力し、GRAAの年間 170 万件に及ぶインバウン
ドコールの着信を顧客の居場所に関わらず、GRAA の 9 ヶ所のコンタクトセンター、在宅
エージェントにルーティングさせることを可能にしました。親会社のグルパマは現在あら
ゆる業務にジェネシスのソリューションを採用している一方で、子会社の GRAA は最高の
カスタマーエクスペリエンスの提供という企業戦略を達成するために、ジェネシスの機能
を有効活用し続けています。「通常コンタクトセンター業界では、どれだけの入電に対して 
20 秒以内に応答できたかといったような “ サービス品質 （サービス要因）” に焦点を当てま
す。オフショアでサービスを提供する企業は、通常、より低い賃金でたくさんの人数を雇う
ことで、このサービス品質を保っています。しかしながら、海外のエージェントが電話で応
答しても、適切なスキルや、対応に必要な顧客情報の不足のため、きちんと対応できない
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ことがよくあります。我々にとってカスタ
マーエクスペリエンスは、入電前も回答後
も、同じくらい重要なものです。そういっ
た理由から、カスタマーサービスの全体的
な品質低下を防ぐため、我が社ではオフショ
アをしないという戦略的な決定をしました」
と、GRAA の顧客管理プロジェクトの責任者、
Philippe Vayssac は語ります。

GRAA のコンタクトセンターのエージェン
トは、この方針に従って、全員が直接雇用
で採用されています。「我が社では、お客
様とエージェントのために、テクノロジー
と技術革新が進むよう日々出来る限りの努
力を重ねています。」と Vayssac 氏は言い
ます。GRAAでは、従来のハードウェアよ
りも著しく低コストとなるジェネシスのソ
フトウェア・ソリューションを全面的に採
用することで、節約した分をスタッフへ投
資することができ、顧客へのより満足度の
高いサービスの提供につながっているので
す。「私たちは、スタッフが笑顔でお客様と
会話をすることがビジネスの成功につなが
ると思っていますので、最善の労働環境を
つくるために ジェネシスを信頼しサポート
を受けています。」と Vayssac 氏は続けます。
「エージェントの業務はそれ自体がストレス
の多いものなので、入電数に見合ったエー
ジェントの数を確保し配置することが重要
なのです。」

適切な人員配置で、 
真のサービス品質を
Genesys Workforce Management (WFM) 
は、伝統的な “ サービス品質 ” の指標も遵
守しながらコンタクトセンターのエージェ
ントの生産性を改善するために GRAA を支
え続けています。「ジェネシスを活用する
ことで、チームごとの “ サービス品質 ” を
リアルタイムで測定することが可能となり、
コンタクトセンターのエージェントやスー
パーバイザーの稼働状況や業務に関する数
値が、CEOと私の所属チームにグラフィ
カルに表示されるようになりました。」と 
Vayssac 氏は話します。

Genesys Workforce Managementの導入に
よって未処理業務の作業負荷が 15 分ごと
にリアルタイムに予測表示されるようにな
り、その結果、適切なエージェント数を配
置・計画することができるようになりまし
た。これによって、スーパーバイザーはス
タッフの稼働時間やボリュームを適切に調
整しています。「もし作業負荷が通常よりも
重いという予測が出た場合は、スーパーバ
イザーやエージェントは予定していた会議
やトレーニングをキャンセルすることがで
きますし、逆に軽い作業負荷の予測が出た
場合は、その時点でトレーニングの実施を
計画することもできるわけです。」と、グル
パマの人材管理プロジェクトのリーダーを
務める Bernard Blockelet は言います。

効果と効率に直結する 
品質改善
ジェネシスのソリューションを導入したこ
とで正確に業務量を把握し、リソースを最
大限に活用するとともに、コンタクトセン
ターの最善の運営方針を立てて実行するこ
とで、素晴らしい結果が生み出されています。
「Genesys Workforce Management の導入後、
個々の入電に掛るエージェントの対応時間
の生産性が 20 % 向上し、同期間で売上が
およそ 30 % 増加しました。」と Vayssac 
氏は話します。

GRAA の次のステップは、コンタクトセン
ターで発生する放棄呼と、問題解決までに
顧客が複数回の電話を余儀なくされるケー
スを削減することです。電話が通じるまで
の待ち時間が長すぎるために放棄呼が増
えたり、顧客が何度も電話しなくてはなら
なくなっていると、Blockelet 氏は言います。
また、IVR の設計が悪いために、顧客が自
動音声案内から選択肢が分からなかった場
合は、諦めて電話を切ってしまったり、関
係の無い部署に電話がつながってしまった
りするのです。

「顧客がセンターに電話をかけた時に嫌な思
いを味わうと、契約もそうですが、再契約
も難しくなります。保険の契約や苦情の申
し立ても同様で、エージェントは不満を抱
いた顧客への対応を強いられ、労働環境が
さらにストレスを感じるものとなるのです。」

 

課題
• ユーザーにとって意味のあ
るサービス品質の改善

• イノベーションを通じた真
の顧客満足

• ユーザーが利用しやすい新
しいコミュニケーション・
チャネルの導入

• 効率性向上によるコスト削
減と効果的なサービスによ
る収益の向上

導入ソリューション
• Genesys SIP

• Genesys Contact Center

• Genesys Workforce 
Management

• Genesys Mobile 
Engagement
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コールバックサービスで顧客満足度向上
GRAA は 2008 年に、適切なスキルを持ったエージェントへのコンタクトを迅速に行うため
にジェネシスのソリューションを導入し、「Rappel Differe ( ディレイ・タイム・リコール ) 」
と呼ばれる顧客へのコールバック提供サービスを開始しました。エージェントは、この ディ
レイ・タイム・リコール ソリューションによって、適切なスキルを備えたチームメンバー
があとどれくらいで顧客にコールバックできるのかを、自身のデスクトップ画面から確認す
ることができます。「我々は、お客様へのコールバックに遅れが出ていないか、リアルタイ
ムでチェックしています。」とグルパマのテレフォニー・インフラストラクチャーのプロジェ
クトマネージャーを務める Pierre-Stephane Sevellecは言います。GRAA は、正確な待ち時
間を顧客に案内し、コールバックのリクエストを他のチームの業務キューに追加すること
ができるのです。

「コールセンターの大部分では、お客様からコールバックの要望があった場合には、CRM シ
ステムでエントリーを作成したのち他のチームにその対応をまかせます。担当チームはお客
様に『2～ 3 日以内には折り返し連絡をします』とあいまいな案内をするくらいしかできま
せん。」と Sevellac 氏は説明します。「センターでは入電が優先されるので、外部からの電
話件数が少なくならないとコールバックの業務に移れないのです。当たり前ですが、お客
様はこのようなサービスレベルでは満足しません。」

GRAA が採用しているジェネシス・ソリューションの秘訣は、コールバックのリクエスト
が入電と同じキューに入るため、エージェントが入電ではなくコールバックに対応すること
が出来る点にあります。GRAA は現在この仕組みで毎月 4,000 件以上の “ディレイ・タイム・
リコール “コールバック依頼を処理しています。依頼時に提示されるコールバックの目安は
平均 14 分、そして実際のコールバックに要される時間は平均してたったの 7 分となってい
ます。「お客様への提示時刻よりも早い時間でコールバックを行うことでお客様により喜ん
で頂けるので、処理をするエージェントのストレスも軽減され、業務に対する満足度も向上
します。それと同時に、放棄呼も大幅に減らすことができました。」と Sevellec 氏は話します。

求められる、従来の IVRに替わる選択肢
「サービス品質」向上への取り組みや時間内のコールバック予約導入に成功したことで、グ
ルパマは 2009 年にグループ全体の IVR 音声とそれに付随する課題の改善プロジェクトの
指揮を GRAA に任せました。

課題は大きく分けて、3点ありました。最初の課題は、IVR 経由の入電の 10～ 25 % が、
顧客が次のステップに進むための正しいボタンを押せなかったり、わかりづらい言葉によっ
て顧客が諦め、通話が放棄されている点でした。これは、IVR を導入している業界全体の平
均と同水準です。次の課題は、グルパマが提供している多数のサービスメニューをシンプル
な体系にするのが、構造的に難しい点でした。

そして最後の課題は、グルパマの IVR 音声システムが外注されていたため、エージェント
との通話に待ち時間が発生した場合に IVR が適切な対応チームを確認するのに 5 分以上掛
かっていた点でした。顧客は再度電話を掛け直すか、いつ掛かってくるか分からないコール
バックを依頼するしかありませんでした。「ようやくエージェントに電話がつながった時には、
結果的にお客様は不満とストレスを抱えるような状態でした」と Vayssac 氏と振り返ります。

“Genesys Workforce Management の導入後、個々の入電に掛るエージェントの対
応時間の生産性が 20 % 向上し、同期間で売上がおよそ 30 % 増加しました。“

グルパマ　ローヌ　アルプオーヴェルニュ　　 
カスタマ・マネージャー兼プロジェクト・オーナー　 
PHILIPPE VAYSSAC

成果
• エージェントの生産性を約

20%改善し、年間約 3.9億
円のコストを削減

• 売上げ 30%増に相当する、
サービス品質の向上

• コールバック時間の正確性
を確保し、平均 7分以内に
コールバックを発信

• 顧客満足度と従業員満足度
の双方を向上

• 放棄呼を削減

• 分単位の作業量の予測によ
り効率的にスタッフを管理

• iPhoneアプリ “Groupama 
toujours là” で、モバイル
上の顧客体験を変革



ジェネシス・ジャパン株式会社
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東京都千代田区内幸町 1-3-2 
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TEL.03-6361-8000（代） 
E-mail:  
MarketingJapan@genesys.com

ジェネシスは、オムニチャネル顧客体験およびコンタクトセンターソリューションのリーディングプロバイ
ダーです。世界 80か国に 4,500社以上のユーザー企業を抱え、同社のソフトウェアは、コンタクトセンター
からフロントオフィス、バックオフィスまで、毎日 1億件以上の顧客インタラクションを処理しています。ジェ
ネシスは、ユーザー企業が最適な顧客体験を実現し、あらゆる顧客接点、チャネル、インタラクションにおいて、
顧客に合わせてパーソナライズされた、一貫性のあるシームレスな体験を提供できるよう支援しています。
www.genesys.com/jp/

本資料に記載された全ての企業名、ブランド名及び製品は、一般に各企業の登録商標です。 
© 2015 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. All rights reserved.
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スマートフォンをベースにした 
インテリジェントな顧客接点による「破壊的な革新」
グルパマは、IVR音声ではなくアプリのビジュアル・インターフェースを通して、提供して
いるすべてのメニューに顧客がアクセス可能な、スマートフォン活用の可能性に着目しまし
た。GRAA は対話型ビジュアル・コールバック・レスポンス・システムのスマートフォン用
アプリケーションを開発し、顧客が目的別にメニューを選べるようにしました。「お客様が
メニューを選択することで我々は対応すべきチームを確認できますので、“ディレイ・タイム・
リコール “コールバックと同様に、お客様にコールバックまでの予定時間を知らせることが
できます。」と Vayssac 氏は説明します。このアプリケーションについては、YouTube でも
紹介していますので、是非ご覧ください（2分 22秒）。http://bit.ly/YTEGroupamatoujoursla  

ジェネシスのバーチャル・カスタマーサービス・ソリューションを、XIVO Asterisk の
オープンソース・ボイスオーバー IP (VoIP) テレフォニーと組み合わせて活用することで、 
” Groupama Toujours là ” アプリケーションはジェネシスのシステムに顧客の ID 情報を渡すこ
ともできます。CRM システムへ直接接続し、コールバック時に自動的に顧客の記録をエージェ
ントの画面に表示させることができるのです。同様に、携帯電話からの GPS 情報で顧客がど
こから電話をかけているのか特定することができますので、救援やロードサイド・サービス
の提供がさらに容易にできるようになりました。さらに Sevellec 氏は「お客様は、交通事故
発生時などには、エージェントとの通話がつながるまで電話を持って待ち続ける必要はなく、
電話を置いて家族の救護をしたり、他のことに時間を使うことができます。」と付け加えます。

広範囲の緊急事態が発生した際に、コンタクトセンターへの入電が急増する傾向がありま
すが、iPhone 用アプリケーションもまた、グルパマの入電時の負荷分散に役立っています。
グルパマは、事故発生直後に顧客にリアルタイムに iPhoneアプリにプッシュ通知を配信す
ることで、顧客が事故に巻き込まれるのを防いだり、ホームページ上のコーナーで事故情報
を公開し、コンタクトセンターへ電話しなくても済むようにすることができます。

「他の保険会社もスマートフォン用のアプリケーションを提供していますが、そのほとんどが、
単純にホームページの情報をスマートフォン用に編集し直しただけのものです。」と Vayssac 
氏は指摘します。「それとは対照的に、グルパマのアプリケーションは、お客様がグルパマの
コンタクトセンターのエージェントとより簡単にやり取りをして頂けるものとなっています。
“Groupama toujours là” アプリケーションは、グルパマが提供するすべての製品やサービスを 
iPhone から統合サービスとしてシームレスな顧客体験を可能とし、顧客のためのインテリジェ
ントなフロントドアとしての役割を果たしています。」このアプリケーションは、ホームペー
ジ上のセルフサービスと、コンタクトセンターのエージェントが提供するサービスを、シーム
レスな体験として結びつけています。コンタクトセンター業界の専門家は、従来の概念を覆す、
斬新なこのアプリを「破壊的な革新」として称賛し、他の企業も見習うべきものだとしています。

製品やサービス革新の鍵となるジェネシス
Vayssac 氏は、ジェネシスのソリューションの機能性、柔軟性、そして容易な統合性能こそ
が、GRAA とグルパマが画期的なイノベーションを実現するうえで鍵になっていると言い
ます。「ジェネシスは、革新的な方法で、我々がより競争力の高い企業となるための、柔軟
な機能を提供してくれます。」

グルパマは現在、カスタマーサービスの品質をさらに向上させるための次世代の iPhone 用
アプリケーションの開発に取り組んでいます。GRAA では、1,000 名のモバイル営業担当者
が見込み客や顧客への訪問時により快適なサポートを提供するための、スマートフォン用ア
プリケーション開発プロジェクトが進行しています。GRAA ではまた、支店やソーシャルメ
ディアでのカスタマーエクスペリエンスを向上させるために、仮想コンタクトセンターを超
えた、ジェネシスのさらなる活用を検討しています。

“ジェネシスは、革新的な
方法で、我々がより競争
力の高い企業となるため
の、柔軟な機能を提供して
くれます。”

グルパマ　ローヌ　 
アルプオーヴェルニュ　 
カスタマ・マネージャー
兼プロジェクト・オーナー 
PHILIPPE VAYSSAC


