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応対品質向上、コンプライアンス強化 をご検討の方 P.2

VOC分析、活用で顧客満足度向上 をご検討の方 P.4

限られた人員で高いサービスレベル提供 をご検討の方 P.6

機能概要コンポーネント名

WFM
（Verintワークフォース
 マネジメント）

・コール予測

・エージェントシフト作成、シミュレーション機能

・エージェントシフト充足実績管理

・エージェント休暇管理

・スコアカード 

・eLearning

・パフォーマンス管理
　（FCR、CPCの削減、AHTなど）

機能概要コンポーネント名

SA
（Verint会話音声分析）

・通話録音をテキスト化して自動分類

・キーワード抽出、発言衝突、無言（無音）、
　感情認識、関連語彙分析、トレンド分析

機能概要コンポーネント名

QM
（Verint応対品質管理）

FTR
（Verint全通話録音）

・全通話録音、検索、再生

・リアルタイムモニタリング

・エージェント応対品質評価・管理

・画面録画

WFOWorkforce Optimization

コンタクトセンターの業務最適化
●全通話録音
●会話音声分析

●応対品質管理　
●ワークフォースマネジメント

蓄積されたお客様の声を分析し、
応対品質の改善を図ることでお客様の満足度向上につながります。

Verint®

Verint®

WFO

ワークフォース最適化
ソリューション

改善 分析

計画 評価

会話音声分析

全通話録音
応対品質管理

レッスン管理
コーチング

ワークフォース
マネジメント

音声応答装置システム／IVR

オールインワン コールセンターソリューション

コンタクトセンターに必要な多機能
をオー ルインワンで実現する I P
プラットフォームのソリューション。

お客様からの1本の電話をチャンス
に変える。多様なフローに対応し、
日常業務をスムーズにするIVR。

●取り扱い商品
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効率的な管理を可能にする豊富な監査ログ出力機能

CT I連携による多彩な検索項目

ユーザーIDごとに設定できる権限設定機能

安心の管理を実現する暗号化セキュリティー

情報共有を可能にするライブモニタ機能

フォーム作成機能 評価対象を自動抽出

録画機能 レポート機能

Windowsサーバによるソフトウェアソリューションで全通話録音を可能にし、独自の録音ハード

ウェアに依存しないシステム環境の構築を実現。1台で最大録音回線数1000chを実現。ライ

センスは1ch単位のチャネル追加が可能。情報管理を徹底する上で安心なセキュリティー機能

も充実し、Webインターフェースにより、使いやすく管理の容易な利用環境を提供します。

公衆網

WAN

… …
拠点1

公衆網

拠点2

公衆網

拠点3

評価結果は、組織・個人ごとにレポート
として結果出力することができます。
レポートは自動配信が出来るため、都
度作成する手間は掛かりません。

CTIサーバとの連携により、名前や会員番号、問合せ番号、注文番号
などのお客様情報と録音された音声データを紐付け。豊富な条件項
目を持つ検索機能を使用して、柔軟で幅広いデータ活用を行うことで、
お客様に対するより高度なサービスの提供が可能となります。

操作権限をユーザーIDごとに設定することにより、高いレベルのセ
キュリティーを確保。管理機能、検索機能、監査機能などの表示可否
をユーザーごとに設定したり、クエリ画面の表示可否、外部保存や電
子メール転送の利用可否などを設定したりすることも可能。このほ
か、再生対象範囲の設定により、利用可能なデータに制限を設けるこ
ともできます。

音声通話のリアルタイムモニタ機能を搭載。複数のメンバーで同時
にモニタリングが可
能なため、コンタクト
センターの情報共有
ツールとして活用す
ることが可能です。

管理者は、各種の監査ログをいつでも出力できます。システムへの
ログインやログオフ、録音音声の検索・再生、録音音声ファイルの外
部保存、メールで送
付されたUR Lから
のアクセス、システ
ム設定や内部動作に
よるイベントなど、多
様なログを収集、出
力可能です。

お客様の情報を数多く扱うコンタクトセンターでは、セキュリティーにも
十分な配慮が必要です。録音された音声ファイルは、メーカー独自の暗
号化を行うことが可能です。強固なセキュリティーを実現し、漏えいの心配
な個人情報なども安心して管理することができます。

直感的な操作で評価フォームを作成し、フォームのテンプレート化、世
代管理をすることが可能です。また、作成したフォームを複数配信して、
新人・ベテラン毎に
評価フォームをわけ
ることもできます。

受信フォルダに「評価すべき応対コンタクト」を自動的に配信すること
で、目的にあった適切な評価対象コールを効率的且つ的確に抽出する
ことが出来ます。評
価対象として適切で
はないコールに対す
る無駄な時間を削減
し、評価者の生産性
を向上させます。

通話中のPC画面操
作を評価に取り入れ
ることで、オペレー
タの画面操作が適
切に行えていたか確
認することができ、
PC操作スキルの向
上に繋がります。

録音サーバ

クライアントPC

PBX

検索/再生/管理は
全てWeb形式（ I E）
で行う

拠点間の
検索、再生
も可能

録音サーバ
PBX

録音サーバ
PBX

ロガーメーカー独自の録音ハードウ
ェアに依存せず、すべての機能を
Windowsサーバで実現した
ため、サポート性が向上。

1台でIP録音・アナログ録音･デジタ
ル録音の混在が可能。最大録音回
線数1000chの十分な拡張
性も確保しています。

トラブルへのフォローが容易になる
とともに、オペレーターのスキル
向上を通じたコンタクトセン
ターの品質向上が可能

になります。

ソフトウェアで実現した
全通話録音機能

幅広い領域をカバーする
充実の機能と拡張性

高い導入効果を発揮し
クオリティー向上を実現

機能

構成

全通話録音機能によりコンタクトセンターの
クオリティー向上を実現。
ユーザー権限付与、音声ファイル暗号化、
監査ログ取得などのセキュリティーも充実。

多様な通信環境に適応し、CTIサーバとの連携も実現。
フルブラウザ対応や運用監視機能の充実により管理者の負担も軽減。

機能 応対品質向上による顧客満足度の向上を実現。
モニタリング担当者の負荷軽減に貢献。

複数拠点に分かれたコンタクトセンターを結び各サイトの検索・再生が容易に可能。

複数拠点に分かれたコンタクトセンターでも、
WAN環境上であれば各サイトの検索再生が容易です。
検索再生画面はブラウザなので、
容易にアクセス先の変更が可能です。

Verint® 
Full Time

Recording
FTR（Verint全通話録音）

Verint®

Full Time
Recording

全通話録音

Verint®

Quality
Monitoring

応対品質管理
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Verint®

Speech
Analytics

会話音声分析

音声認識・感情認識機能により通話音声をダイレクトに分析し、企業戦略上の意思決定に必要と

なる有益な情報を的確に抽出。多彩で柔軟な分析機能とシンプルかつパワフルなマイニング機

能により膨大な通話の中から隠れたニーズや新たなビジネス・チャンスを掘り起こし、顧客満足度

の向上や潜在的な課題の解決に貢献します。

音声認識機能に加え、「怒り」の感情
を判別する感情認識機能も搭載。
お客様の声から有益な情報を
引き出します。

事前登録なしに自動分析が行える語
句のトレンド分析機能と、設定条件に
よる自動分類が可能なカテゴリ
ー分類機能で、多様な分

析が可能です。

特定の通話にのみ表れる単語やフ
レーズを自動抽出してグループ
化。分析結果を深掘りし、お客
様が電話をかけた背景を

把握できます。

音声認識と感情認識で
高度な分析を実現

充実した分析機能により
的確にキーワードを抽出

分析結果を深掘りし
根本的な原因を把握

機能

ソリューション

会話音声分析を通じて、いままで見えなかった
「お客様の声」を最大限に活用。
コンタクトセンターを起点とする
戦略的なビジネス展開を実現。

音声認識と感情認識をベースに、多彩で柔軟な分析機能を搭載。
お客様の声から重要なキーワードを抽出し、顧客満足度の向上に貢献。

VOC（顧客の声）を逃さずキャッチ。 
潜在的な問題を可視化し戦略的に分析。

Ver in t ® Speech  Ana l y t i csは、通話、文脈を分析し、貴重な「お客様の声」の見落としを防止。
潜在的な課題への「気づき」を与え、戦略的な分析を可能にします。

お客様の電話の理由を把握できる
根本原因の分析機能

使いやすい画面を備えた
音声認識・感情認識機能

任意のキーワードを設定できる
カテゴリー分類機能

急増減語句を自動抽出する
語句のトレンド分析機能

シンプルかつパワフルなマイニングを行える根本原因の分析機能を
搭載しています。特定の通話のみに表れる単語やフレーズを自動的
に抽出し、同一内容の通話をまとめてグループ分けを行います。これ
により、お客様がな
ぜ電話してきたの
か 、そ の R o o t 
C a u s e（根本的な
原因）を素早く的確
に把握することが可
能になります。

週間から年間まで、特定の期間内に出現頻度が急激に変化した語句
を、すべての通話の中から自動的に抽出できます。事前に語句を登録
したり、条件設定を行ったりする必要はありません。抽出されたキー
ワードをもとにお客
様の傾向を把握する
ことにより、これまで
気づかなかった潜在
的な問題に対する対
策を効果的に実施す
ることが可能となり
ます。

現状の課題に対するキーワードがあらかじめ分かっている場合は、特
定の語句について事前に登録しておき、膨大な通話を自動的に任意
のカテゴリーに分類できます。カテゴリーには、語句のほかに感情通
話やCTIタグなどの
条件も設定でき、柔
軟な分類が可能で
す。分類された通話
は、マイニング機能
により、さらに詳細な
分析を行うこともで
きます。

通話内容の全文をテキスト化し、テキスト同期再生画面で音声の波形
と同時に表示。抽出されたキーワードや感情認識の結果と合わせて、
一つの画面で確認できま
す。画面上のキーワード、
波形、全文テキストのいず
れかをクリックすることに
よりスキップ再生が行える
ので、コンタクトセンター
で録音された膨大な通話
を効率よく確認することが
可能です。

事例 業務効率化、コスト削減、潜在的な課題の解決。
Verint® Speech Analyticsの幅広い導入効果。

生命保険会社の事例

分析の結果、新規顧客の多くがWebサイトの案内
を読み違えたり、誤解したりして電話してきている
ことが判明。

24時間以内にWebページを修正し、通話
時間の40秒短縮を実現。オペレータ業務の
効率化と通話コストの削減に結びつけた。

業務の効率化 コストの削減

課
題

解
決

投資信託会社の事例

分析により、配当の少なさを不満に感じて口座解約
を申し込んでくる顧客が多いことが判明。同時に、
別の投資を紹介することで解約を食い止めること
に成功している応対者がいることも判明。

分散投資の提案で口座解約を回避できるよう、
従業員を再教育。これまで認識できていな
かった潜在的な課題を解決し、顧客満足度
の向上に結びつけた。

潜在的な
課題を解決

顧客満足度
の向上

課
題

解
決業務改善の効果 営業戦略への活用

多様な
分析による効果

コストの削減
（クレーム、リピート通話減少）

顧客離れの防止

商品とサービス
の品質向上

競合他社に対する
競争力の向上

顧客満足度の向上

分析

気づき

対策

システムによるカテゴリー分析、トレンド分析、感情
分析。

急に増えた言葉への気づき、クレームの増加や初
回解決率の低さなど問題の発見。

問題コールの聞き起こしにより、クレームの詳細な
把握へ素早くたどりつけ、対策へスピードアップ！

Verint® 
Speech

Analytics
SA（Verint会話音声分析）
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Verint®

WorkForce
Management
ワークフォースマネジメント

戦略決定を支援する長期計画機能*
的確な軌道修正を可能にする
予実管理・分析、トレンド予測

機能

過去実績を利用した確かな予測機能 多様な検討を可能にするレポート機能

最適な要員配置を可能にする
スケジュール作成機能

達成状況や傾向を管理する
KP Iスコアカード*

コミュニケーションの充実を図るWebツール モバイルアプリケーション対応

目標達成をサポートするアドヒアランス監視機能

高品質なサービスの提供により顧客満足度の向上を実現。
効率的な要員配置をはじめ、課題解決に向けた多彩な機能を搭載。

ワークロードの予測に基づき、バランスの取れた要員スケジュールを作成し、コール量の状態やオペ

レーターのスケジュール遵守状況をトラッキング。モニター・分析・管理・レポートによりオペレーション

全体の的確な分析を可能にし計画差異に対する適切な対策を通じ総合的なパフォーマンス向上を実

現。コンタクトセンターの戦略的なワークフォース・マネジメントをサポートします。

オペレーターを最大限に活かす要員
計画を呼量予測に基づいて作成
し、コンタクトセンター全体の
高いパフォーマンスを
引き出します。

オペレーター同士のシフト交換を
セルフサービスで調整可能にし、
従来、管理者が行ってきた
シフト作成の手間を大幅

に削減します。

公平な勤務スケジュール作成と
全員によるミッションの共有によ
り、オペレーターのモチベー
ション向上と離職抑制に

つながります。

最適な要員計画に基づく
パフォーマンスの向上

シフト作成の自動化により
管理者の負担を軽減

オペレーターの
モチベーションが向上

構成

オペレーターを活かす要員計画と、
現状の的確なトラッキングにより
コンタクトセンターのパフォーマンスを最大限に
引き出す戦略的なマネジメントを実現。

バランスの取れた最適な要員計画を基軸として
コールセンターのパフォーマンス向上を強力にサポート。

長期の呼量予測／パフォーマ
ンス計画／コスト計画／人員
計画など多様な条件を組み合
わせ、コンタクトセンターの戦
略的な意思決定を支援するシ
ミュレーションツールです。

コンタクトセンター全体が目標とするパフォーマンスの達成に向けて、オペレー
ターのスケジュール遵守状況をチェックするツールです。オペレーターごとに、計
画スケジュールと実際のログイン状況を対比して表示することが可能です。

計画をチェックするための予実差異の分析ツールです。呼量やASA
（平均応答時間）、配員数などの予測／実績を一目で確認でき、呼量

変動など予定外の事態を
素早く検知することで、的
確な軌道修正に向けた意
思決定を促します。

業績やコストなど、さまざまな角
度からのレポーティング・テンプレ

ートを多数用意し
ています。さらに、
コンタクトセンター
の実状に合わせた
独自のレポート作
成も自由自在です。

コール数や処理時間など、要員計画の基となるコンタクトセンター各
業務の仕事量を予測するツールです。過去のコンタクト履歴を取り込

み、欠席率やスケール指定
などの条件を加えること
で、シフト作成の基礎デー
タとなる確実な呼量予測を
作成することが可能です。

KPI（重要業績評価指標）ごとに目標／達成状況／傾向を管理できる
ツールです。オペレーター個人やグループごとに評価でき、コンタクト

センター全体のパフォーマ
ンス管理やフィードバック
に効果を発揮します。また、
オペレーターのモチベーシ
ョン管理にも有効です。

スケジュール（シフト）の
確認、休暇申請、KPI管理
をモバイル端末から利用
可能です。

Webベースで提供されるオペ
レーターとのコミュニケーショ
ンツールです。各自のスケジュ
ール確認や休暇管理、シフト交
換、シフト入札等が行え、セル
フサービスによる操作や条件
による自動承認も可能。管理

者の負担軽減と業務
フローの効率化を実
現します。

設定した目標に応じて、最適な要員配置を可能にするツールです。マ
ルチスキル・スキルベース、マルチサイト、マルチメディア、アウトバウ

ンドとのブレンドやバックオ
フィス業務*など、多様なシ
チュエーションに対応し、
不足要員のシミュレーショ
ンも可能です。

＊印の機能を使用するには、オプションライセンスが必要です。

パフォーマンス分析

●ASA

●応答率・放棄率

●稼働率

●コスト etc.

●目標達成状況／傾向／
　問題点の発見

●スケジュール遵守状況
●オペレーターのフォロー

●差異の把握と分析
●リアルタイム・マネジメント

●業績評価／人員過剰・不足／
　計画された活動コストなど

予測・要員計画
適正サービスレベルの達成

アドヒアランス管理

計画／実績の管理 レポーティング

品質管理など

●録音／QM／ラーニング
システムなど、他アプリ
ケーションとの連携

PLANACTION

CHECK DO

センターの“弱み”や想定外の自体
を把握し、適切な対策を打って出る
ことで、コンタクトセンター全体の
パフォーマンス維持を達成します。

パフォーマンス状況をKPI毎にモニター・
分析・管理し、コンタクトセンター全体やオ
ペレーター個人のパフォーマンス向上をサ
ポートします。また、多様なレポーティング
によってオペレーション全体を分析します。

ワークロードを予測し、サービスレ
ベル、オペレーターのスキルや希
望等とバランスをとりながら、最適
な要員スケジュールを作成します。

日常オペレーションの中で、コール量の状
態やオペレーターのスケジュール遵守状
況をトラッキングし、計画との差異に対す
る迅速なアクションを促します。

WFM

Verint® 
WorkForce

Management
WFM（Verintワークフォースマネジメント）
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