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特　集　論　文 CSセンター設立とCS向上への取
組み

Organization of CS Center and Programs for CS
Improvement

中 村 澄　　　横　浜　幸　夫　　　矢　崎　雄　一
森　村　弘　一　　　山　本　隆　嗣

工作機械事業は，顧客の評価が直ちに売上げに影響を及ぼし，業績に直結する．顧客満足をいかに向上させるかが最
重要課題である．今回設立をみたCSセンターは技術サービス課をサポートし，その実行に対して指揮を行い，品証，
工作，技術などの他部門に対しても指導を行える権限が付与されている．また各種 ITを活用したサービス業務支援ツ
ールとしてコールセンタシステムとリモート診断システムを開発，導入し顧客満足度は確実に改善の方向に向かってい
る．今後とも顧客の声を正確にとらえ，変化を先取りしていくための仕組み改善を継続し，１ランク上のサービスを提
供していく．

幅広い分野の様々なニーズを有する顧客に支えられる工作
機械事業は，顧客の評価が直ちに売上げに影響を及ぼし，業
績に直結する．したがって顧客の評価，すなわち顧客満足を
いかに向上させるかが事業の最重要課題である．顧客は何を
望み何を必要としているか，顧客の立場で考えなければなら
ない．当社では，顧客の生の声を聞くために 2002年度事業
計画の策定時点にVOC（Voice of Customer：顧客の声）調
査を実施した．その結果当社への評価の中で最も顕著であっ
たのは“サービスが弱い（悪い）”であった．では顧客はど
ういったサービスを望んでおり，それにこたえるためにはど
ういう仕組みを作る必要があるのか，先のVOCも考慮に入
れた上で顧客を取り巻く環境から顧客の視点でこれを検討す
ると以下のようになる．
工作機械の主要顧客である日本の生産現場では，設備投資
が抑制され，機械を長期にかつ安定して稼働させることが，
従来にも増して重要になってきている．そこで，既存設備の
保全記録にMTBF（Mean Time Between Failures：平均故障
間隔）やMTTR（Mean Time To Repair：平均修理時間）とい
った数値指標を導入し，定期点検や予防保全を強化する一方，
新規設備の導入に際してもその数値化された保全記録を活用
して慎重な検討が行われている．保全性が重要視される現在，
新規設備の導入には現場部門や保全部門の意見が強く反映さ
れてきており，これらの部門から敬遠されるような機械は，
今後導入されなくなる．つまり実際に機械を使用する現場部
門や保全部門が顧客の代表となりつつあると考える必要があ
り，これを軽視するようなことがあれば，いかに魅力的な価
格や性能の製品であっても，信頼性やアフターサービスの問
題で購入の検討対象から外されるという事態も発生する．

このように顧客の視点で現在の状況を検討すると，どうい
った“サービス”を強化するべきかが明確となる．即ち“故
障してもすぐに来て直してくれる”サービスと，“次に同じ
故障が発生しないようにする”サービス，さらには“よい機
械をつくるために顧客の意見を尊重する”サービスである．
当社（工作機械事業部）ではこのサービス強化を実現する手
段として“CSセンター”を設立した．以下の章では“CSセ
ンター”の構成とそれをサポートするシステムについて述べ
る．

CSセンターの体制は図１のようになっている．図中網掛
け部分がCSセンターとして新規に設置したところであり，
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図１　CSセンターの体制　　CSセンターの組織図
と構成人員を示す．

2．CSセンターの構成
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その他の部分は従来から技術サービス課に存在していた機能
である．CSセンターは技術サービス課をサポートしつつ，
その実行に対して指揮を行う．また，CSセンター長には特
命で品証，工作，技術などの他部門に対して指導を行える権
限が付与されている．これにより部門横断的な影響力を行使
して，ともすれば社内や自部門の都合を優先しがちな各部門
の目を顧客志向に導く役割を持っている．

CSセンターには，センター長を補佐する３つのグループ
が設けられている．各グループの役割について表１に示す．
教育グループは直接顧客と接するサービスマンの教育を担
当し，“故障してもすぐに来て直してくれる”サービスを実
現する活動を行う．お客さま窓口グループは機械納入後のお
客様とのフォローコミュニケーションを通じて“よい機械を
つくるために顧客の意見を尊重する”サービスを実現する活
動を行う．技術グループはサービス対応時の技術検討を行う
ことで“故障してもすぐに来て直してくれる”サービスに寄
与し，顧客の意見を設計にフィードバックさせることで“よ
い機械をつくるために顧客の意見を尊重する”サービスにも
寄与する．さらに品質面での分析も行い改善の提言を各部門
に行うことで“次に同じ故障が発生しないようにする”サー
ビスに寄与する．

CSセンターは上記３グループに加え，体制表にあるとお
り従来から技術サービス課に存在する機能としてのフロント
（電話技術相談窓口とサービスマン直接指揮）及び部品・請
求グループ（補用品管理及び手配と発送・有償工事の請求）
を傘下におき，顧客対応の最前線と緊密な関係を保ってい
る．

CSセンターは，技術的不具合や問題を解決するのは当然
のこととして，解決までの時間や経緯に対して心理面からも
満足していただくということが非常に重要である．したがっ
て，その活動を効果的に行うためには顧客や機械の各種情報
の整理と活用が不可欠である．特にフロントのサポートを行
う時にはこの各種情報の活用が重要である．フロントは，顧
客から受けた電話相談が過去の事例と一致するとき，その対
処方法が検索できるようになっていれば迅速で確実な対応が
可能となる．
またサービス対応の状況をデータベースに記録し，その後
の顧客対応に活用すれば顧客の状況の正確な把握と，顧客と
の情報交換の継続性が確保でき，顧客サイドに立ったサービ
スが提供できる．
次章でCSセンターの活動を支えるサポートシステムにつ

いて説明する．

3．1 ツールの存在意義

数千にも上る顧客の情報を，正確に迅速にとらえ対処する
には従来の人手や勘に頼る手法では限界がある．情報管理と，
処理の迅速化を達成するためには，IT技術が不可欠であり，
各種データベースと IT技術を融合することにより顧客満足
度を高めることができる．そのために，当CSセンターでも
各種 ITを活用したサービス業務支援ツールを開発，導入し
ている．そこで，サービス業務支援ツールとして開発したコ
ールセンタシステムとリモート診断システムについて紹介す
る．
3．2 ツールの概要

3．2．1 コールセンタシステム

従来から，顧客からの問い合わせに対しては素早い対応が
求められてきた．これを実現するには，豊富な知識と経験に
裏付けられた，ベテランの存在と大量のドキュメント類が必
要であった．しかしながら，そのようなベテランは少数で，
大量のドキュメント類は格納されている場所を見出すのに時
間がかり，素早い対応の妨げとなってきた．そうした問題点
を解決すべく開発したコールセンタシステムを紹介する．

3．2．2 システム構成

システム構成の概要を図２に示す．本システムには①公
衆回線からの問い合わせを電話で受ける際，CTI（Computer
Telephony Integration：コンピュータ電話間インタフェイ
ス）装置にて連絡元の電話番号を取り込み，顧客情報をデー
タベースより検索する顧客検索機能，②顧客とのやり取り
音声をそのまま記録する録音記録機能，③類似した問い合

表１　各グループの役割
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図２　システム構成　　CSセンターで利用するシステムの構成と作業
の流れを示す．

3．CSセンターをサポートするシステム
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図３　FT図表示例　　ツリーを辿って原因にたどり着くと作業要領を表示する．

わせ案件をデータベース内より検索し，回答を補助する
FAQ（Frequently Asked Question：一問一答式想定問答）
機能，④故障の現象や部位等から診断し修理方法や調整手
法を検索するFTA（Fault Tree Analysis：故障の木診断法）
機能，⑤受付データや経過ステータスを管理・記録し，処
置データを保存する機械履歴管理機能等を有している．
これらの基となるデータベースサーバは，工作機械事業

部内のイントラネット上に配置しておりサービス部門のみ
ならず設計部門等からも問い合わせ内容等を検索利用が可
能で，クレーム情報を製品にフィードバックすることを可
能としている．各部位の機能説明を次に行う．
3．2．3 顧客検索機能／録音記録機能

CTI装置利用により，相手方の電話番号を取り込み顧客情
報を検索／表示する機能である．CTI装置にて電話番号が取
り込めない場合でも，会社名で検索を行うことにより顧客
情報を表示できる．
検索表示する顧客情報としては会社情報（会社名／住

所／対応販社名等）と納入した機種の情報（機種／機械番
号／納入年月日／仕様概要），及び各機械のサービス受付状
況で受け付けた相手確認と，最近の問い合わせ状況等を瞬
時に知り対応を可能とする．特に顧客からの度々のコール
に先に受け付けた担当が出払っている場合等でも誰もが情
報を共有し同じ対応をとることを可能としている．

CTI装置のもう一つの機能として電話の内容をそのまま音
声データとして記録（保存）を行うため内容確認や重要な
会話の記録保存が可能である．
3．2．4 FAQ 機能

電話やメールでの問い合わせ内容を入力し，その問い合

わせ内容に合致した情報をデータベースから検索して表示
する機能である．あらかじめ，名称や言回しで言葉が違っ
ても意味の同じ物を登録しておき，多少の言回しの違いが
あっても同様の意味合いを持った案件を検索する機能を有
して該当案件検索を補助している．
また，通常Q&A形式で陥りがちなQ：A＝１：nとなり

正確な回答が導き出せないという状況を防ぐために，Qに詳
細や修飾するようなデータを与えることで的確なAを得るよ
う工夫した．またQ&A作成入力画面を設け，問合せ項目以
外にも随時データを充実するためのツールも準備している．

3．2．5 FTA 機能

サービス員または設計者のノウハウから作成した FT図
（Fault Tree：故障の木）を基に作成した機能で，障害の現
象や障害の発生している部位より，問答形式（表示例：図
３）で障害原因を追求し必要のあるものについては修理ま
たは調整要領を表示する機能である．FT図での障害追及は
FAQにくらべ障害原因を特定する確度が高いが，データを
人手で作成するためデータ増加に労力を要する．そこでテ
キストベースのデータを作成，修正することによってWEB
ツリー画面自動変換を可能とし，データ蓄積を支援してい
る．これにより顧客の多様な問い合わせに対応するための
FT図データを作成可能とする．

3．2．6 機歴管理機能

顧客サービス完了時に，機械履歴データベースに処置内
容の登録を行う機能である．顧客にサービス員を派遣して
原因を調査しなければならないケース等，電話受付にて完
了しない場合は，工事命令書を自動発行し速やかに現地に
サービス員を手配できる．工事完了後，サービス員が完了
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報告（処置内容等）を入力することで，自動的に機械履歴登
録されるようになっている．受付業務から処置までの一連の
作業が完了しているか否かのステータス管理機能も有してい
る．
3．3 リモート診断

リモート診断とは，客先に納めた工作機械を制御するNC
装置（数値制御装置）と当社工作機械事業部のCSセンター
とを電話回線やインタネットで接続し，直接NC装置内の情
報を診断することで故障の原因究明や故障からの復旧を支援
するシステムである．本システムについては三菱重工技報第
38巻第３号（通巻224号）180頁に製品紹介として詳細を記
載させていただいているのでこちらもご覧いただきたい．主
要諸元を表２に示す．

CSセンターの設立とそれを支えるシステムの活用で，顧

客満足度は確実に改善の方向に向かっていると評価いただい
ている．しかし，顧客の要求は時代と共に変化し，とどまる
ことはない．また，競合メーカも同様の視点でサービス体制
の強化を図っており，サービス対応の水準を常に一層高いレ
ベルに向上させることが要求される．
今後とも顧客の生の声を正確にとらえ，かつその変化を先

取りしていくための仕組みの改善を継続し，IT技術を活用
しながら，１ランク上のサービスを提供していくことにより，
一層顧客満足度を向上させ“次も三菱に”といっていただけ
るようにして行く所存である．

矢崎雄一
工作機械事業部
技術部

森村弘一
技術本部
高砂研究所
制御システム研究室
主席

中村澄
工作機械事業部
営業部CSセンター
長（主幹）

横浜幸夫
工作機械事業部
営業部CSセンター

4．ま　　と　　め

山本隆嗣
技術本部
高砂研究所
制御システム研究室

接続形態 PHS，公衆回線，インターネット 

診断可能情報 内　容 用　途 

システム構成データ NC装置のハード，ソフト構成 保守（保守部品） 

機歴データ 
アラーム発生履歴 
操作履歴 

保守（予防保全） 
故障診断 
 

NC内部情報 

座標情報 
加工プログラム情報 
主軸電流 
送り電流 
各種パラメータ 

生産監視 
故障診断 
保守（予防保全） 

シーケンス制御情報 
シーケンスプログラム 
入出力信号，内部リレー信号 
内部レジスタ情報 

生産監視 
故障診断 

表２　リモート診断主要諸元
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