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表示 

パブリ
シティ 

商品広告 

お客さま対応 

（相談、質問、指摘
（苦情）、賞賛、ア
ンケート調査） 

地域活動 
社会貢献 

説明 

啓発 

企業と消費者のコミュニケーションの機会 

店舗 

商品・
サービス 

社会活動 

企業価値向上の
ための事業 

接点はたくさんあるが、品質保証や顧客満足、企業活動を動かすしくみ（考え
方）は同じ 
顧客対応の場面は、コミュニケーションの検証機能も持ち合わせている 
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お客さま対応(コミュニケーション）の変遷と課題 

迅速  Speed 

正確  Seikaku 

誠実  Seijitsu 

満足  Satisfaction 

信頼     Shinrai 

計画 Scheme 
    （戦略 Strategy） 

想像力 Souzou 

お客様対応の７S 
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お客さま対応(コミュニケーション）の変遷と課題 

情報が一気に、広範囲に拡散 
SNSにより相対対応が劇場化？ 
 
⇒本質的にすべきことは変わらないが、より組織全体の連 
 携が必要 
 
⇒いつでも、すみやかに対応・説明ができるように事前の 
 準備（平時における計画）が重要 
 
⇒想定外を想定内にできるしくみが必要 

計画 Scheme 
    （戦略 Strategy） 

想像力 Souzou 



１

２９

３００

致命的な事故

何らかの不具合が現れ
る

重大ではないが、ヒ
ヤッとする

ヤバかった！と思う

ヒヤリハット 

ハインリッヒの法則

１件の致命的な事故の
陰には、３００件ほどの
ヒヤリハットが潜んでい
る。 
ヒヤリハットを分析して、 
重大事故を未然に防
止。 



１

２９

３００

クレームを申し出る

問い合わせてみる

クレームを申し出たいが、
どうしようか迷う

他の人に聞く、話す

がまんする

あきらめる

もう買わない

少し前までの企業のお客さま対応の考え方

１件のご指摘の陰に
は、３００の不満、
落胆がある 

お客様の声の大切さ・・・１件のご指摘やお問い合わせに
適切に対応！



１

２９

３００

クレームを申し出る

問い合わせてみる

クレームを申し出たいが、ど
うしようか迷う

他の人に聞く、話す

がまんする

あきらめる

もう買わない

現在の企業のお客さま対応をとりまく環境
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問い合わせてみる
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クレームを申し出る
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問い合わせてみる
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クレーム
うしようか迷う

他の人に聞く、話す

ムを申し出る

問い合わせてみる

当該商品以外のお客さま、過去のお客さま、将来のお客さま・・・
など、不特定多数の人が情報を得て、商品や会社を評価する

１件の対応を通じて、会社への信頼につなげなければならない

別の商品だが、気
になって、質問し
たけれど、回答を
もらってなかった
ような気がする 

以前、クレーム
を申し出た時に
は、よく対応し
てもらった 

なんとなく、
しばらくは買
わない方が良

さそう 



＊申し出受付 
事実、状況確
認（聞き取り） 
＊説明 

お客さま 

判断 

社内報告、事実
関係の確認 

判断 

調査 

報告 

事後対応（恒久
的な対策） 

Ⅰ．初期対応 

重篤性 
緊急性 

拡大可能性 
緊急性 

Ⅱ．社内対応 
   （調査・処置） 

Ⅲ．お客さまへの報告 

お客さま対応フロー （異常のお申し出の例） 

Ⅳ．対策、再発防止 
   検証・評価 

各段階を今まで
以上にコンカレ
ントにすすめる

必要性大 



設計・開発 

企画 

製造 

保管・輸送 

消費者 

お客様対応 
製品・サービス（表示、広

告、店舗対応・・・） 

製品・サービス

経営方針 



設計・開発 

企画

製造 

保管・輸送 

消費者 

お客様対応 
製品・サービス（表示、

広告、店舗対応・・・） 

７Sの実現に向けて・・・ 

経営方針 



これまで 今～これから 

態様 個別の顧客と企業 社会と企業 

対象 顕在化した顧客 
購入（予定）者 

＋潜在的顧客 
＋利害関係者 

対策 個別の顧客対応を適
切に行い、経験値を
上げていく 
相対対応の対象とし
てのお客様満足 

プロセス（職種）間で、
経験の共有化により、
事前に対策を練る 
KM活動の拡大 

お客さまとのコミュニケーション 視点・対応の変化 

製品・サービスの設計品質   
     ＋（組織内外の） 
       コミュニケーションの設計品質 



１．手順の逸脱時（イレギュラー、想定外）の事象への対応  
  想定内を標準化（事故を起こさないマニュアル） 

  一方向の体制（上から下に流れる手順。通常の対応） 
 ＋横方向（工程の連携）、 
 ＋バックアップ体制（未然防止・異常発生時の対応、 
  わからないときにとるべき行動）の強化 
 
２．潜在的な「ファン」との連携 
  マイナスの情報に接しても、「離れないお客さま」に 
  “なっていただける、なくさない、増やす”取組を！ 
 ⇒手順、対応の基準は、“組織内”ではなく“お客さま” 
 
３．“今”の保証から“将来”の保証へ意識改革 
  ちょっと先を見る。コストの配分。頭を使う。 
 

製品・サービスの設計品質   
          ＋ コミュニケーションの設計品質 

<向上のポイント> 



１．ご指摘への対応の場面 
ご指摘に対する対応のスキームの明確化と説明 
  企業の想定内は顧客にとっての想定外 
  企業の想定外は顧客にとっての想定内 
  →事前に“想定外”を“想定内”にする工夫が必要 

０．体制づくり 
 ＊手順の目的の再確認 
  なぜ、このルールがあるのか。この作業をするのか。 

  理解した上での、少しの工夫が“最大限”の効果を導く 
  

 ＊小さな沈黙が大きな問題を生む 
                   

製品・サービスの設計品質＋コミュニケーションの設計品質 

<行動のポイント・事例> 



２．商品・サービスに関する説明 

３．パブリシティ 

法律・規則の適用範囲と使用実態の差分への配慮 
（法律・規則の想定内と想定外） 

“検査”が保証しようとするものの説明 

製品・サービスの設計品質＋コミュニケーションの設計品質 

<行動のポイント・事例> 



事例１：「清掃チェック」できてません！ 
    ＊チェックができていないことよりも、できていないことが放 
     置されていることが問題ではありませんか？ 
    ＊チェックの目的は何でしょう？   
    ＊“某工場／某調理場でノロウイルスまん延” 
     作業場やトイレの清掃はされていたか？と、聞かれたときに 
     応えられますか？ 
    （清掃したチェックの記録を求めているのではなく、確実に実 
     施できるようにどのように工夫しているか。確実に実施でき 
     ていることをどのように確認しているか？） 
 
事例２： 昨日、掃除したはずなのに、厨房の一画にもう食品残渣が堆 
     積しています。 
    ＊厨房の様子はお客さまには見えません。 
     でも、ゴキブリやネズミは、動き回ります。 
    ＊堆積していることが問題ではありません。大事なデータです。 
     汚れやすいところ、かつ目につきにくい場所の掃除の方法や 
     頻度、点検は今のままで良いですか？ 
      
       
 

０．体制づくり  小さな沈黙が大きな問題を生む 

           少しの工夫が“最大限”の効果を導く 



手洗い場

カット台 バッター粉 フライヤー 

冷蔵庫 器具洗い場 加熱調理場 

コンベア 

廃棄
物

6/13 下・衣残渣多 
6/20 右下・衣残渣やや 
6/22 右下・衣 やや 

6/12 台の裏付
着物有 

6/4 下に

ワッシャー
片有⇒保管 

6/1バケツ下
ほこり付着 

6/1 ベルト裏 1か所衣付着 

清掃チェック表  ６月分 

 6/２ 捕虫器水濡れ 



１．ご指摘への対応の場面 
 お申し出に対する、はじめの対応がとても大事 
 （こじれると、後々の対応まで影響する） 
 
事例１：チェックリストで、お客さまのお申し出内容を確認します！ 
    誰のためのチェックリスト？ 
    ＊お客さまにとっては、自分の話を“聞いてもらえていない感” 
     あり。 → 二次クレーム 
    ＊事業者にとっては、複数あるうちの１件かもしれない。 
     でも、お客さまにとっては、その１件が問題のすべて。 
    ＊リスト化により、抜けはなくなるが、（情報としての）歩留 
     りが悪いことがある。 
   
→ 原因と結果の対応を事前に予測、整理（例：品質機能展開） 
  しておくと、申し出内容に合わせて、確認すべきことがわかる。 
  同時に、抜けているところもあるだろうから、よく聴く。記録する。 
     
 事例２：「言った」「言っていない」で、納得していただけません 
 
→ 復唱、その場で相互確認しましょう。 



 
 
⇒ ◆２人態勢で対応 
    （電話対応は１人だが、体制として役割分担（対応 
     する人、対応結果を確認する人）） 
   １人が話して、１人は記録（客観的な視点） 
   お客さまの話をまず聞いて（１人）、チェックリスト 
   との差分を冷静に確認（１人）。 
 
  ◆チェックすべきは、 
   原因究明や再発防止のための情報が得られているか。 
   これまでの確認事項、想定事項に不足はないか、手順、 
   基準の妥当性が確認・評価できる情報が得られている 
   か。 
 
 

（言った、言っていない対策） 



 
事例３：現物がないから、調査できません！？  
     コミュニケーションはここで終わりですか？ 
 
  → 調査はできないが、説明はできるようにする。  
      ⇒事前に計画をしっかりたてる。 
  
  → 消費者も現物保存をする必要があるし、状況の説 
    明ができるようにすることも大事。 
 
事例４：壊れた部品は廃棄しました！？ 
  → 異常発生の原因、不具合が影響する範囲の特定を 
    客観性をもって説明できますか？ 
   
  → 壊れたことによるお客様への影響を考える。 
 



事例５： 報告内容にご納得いただけません 

ご指摘に対する対応のスキームを明確化、説明 
（社内、社外） 
＊初めにお申し出を受けた時～途中段階で、どのように 
 原因調査を行い（ストーリー）、どのくらいの時間を 
 要するのかを説明 
 
＊調査に時間を要する場合には、経過報告をする 
 （申し出たお客様にとって返事を待つ１週間は長い） 



調査結果の伝え方 
「原因不明」への対応（想定外を想定内にするための連携） 
  企業の想定内は顧客にとっての想定外 
  企業の想定外は顧客にとっての想定内 
  1件からは原因不明の場合も有り得る 
 
 →事前に“想定外”を“想定内”にする工夫が必要 
 ＊規格値以内なので、問題ない？ 
  規格値内でも、お申し出があるということは 
  どういうことか？ 
  （事前の予測のバラつきの範囲は妥当か？） 
 ＊お客様対応のKM活動 
  （2人体制の対応、部門連携で実現！ ） 
  
→不具合発生の未然防止へのとりくみの説明 
  例：異物混入の混入経路を絞って調査／特定でき 
    るような工夫（包材、製造現場で使用する器具、 
    備品などは、一般家庭にあるものを使わない） 



２．商品・サービスに関する説明 

使用場面を考えて説明 
実際にトレースして、検証することが大事 
 
法定表示は、「モノ」を対象としているが、消費の場
面は「ヒト」中心に考えなければ、表示の機能を果た
せないことがある。 
消費の現場で何が起こるか、消費者の行動を予測して 
製品（ブランド）の設計、情報提供をする。 
 
事例１： アレルゲン表示 
 
事例２： 使い方表示 
 
事例３： 注意表示 
 
  

製品・サービスの設計品質＋コミュニケーションの設計品質 

<行動のポイント・事例> 



３．パブリシティ 
 「検査しています」をどう伝える？  
 
事例１： 病原微生物の検査 
    ・微生物は条件によって増えたり減ったりする 
    → 製造時点でOKでも、その後の輸送、保管、消 
      費段階での条件次第。 
    ・保管条件、使い方によってリスクが変化する 
    →消費者の使用実態を想定して、保証できる範囲   
     （賞味／消費期限、保管温度、湿度など使用方 
      法）を確認している。 
    →検査で管理するのではなく、つけない、増やさな 
     い、やっつける管理の説明  
 

製品・サービスの設計品質＋コミュニケーションの設計品質 

<行動のポイント・事例> 



３．パブリシティ 
 「検査しています」をどう伝える？  
 
事例２：異物の検査 
    ・検査精度 
    ・検査だけではなく、工程管理との組み合わせによ 
     る未然防止や除去できるしくみに関する説明、情 
     報提供 
    ・不具合の範囲の特定ができる理由（ロット構成） 
 
事例３：残留農薬、ポジティブリスト対策 
      
 

製品・サービスの設計品質＋コミュニケーションの設計品質 

<行動のポイント・事例> 



 
  
⇒ “点”の管理から“面”の保証と説明 
  製造段階の検査機器、測定機器による管理だ 
  けでは、消費の段階までを保証することはで 
  きない。 
   どういう状況を想定して、何のために検査 
  をしているのか、安全性確保のとりくみ全体 
  の中での“検査”の果たす役割り（限界）を説明 
    
   検査と消費の場面をつなぐ説明が重要 
   

製品・サービスの設計品質＋コミュニケーションの設計品質 

<行動のポイント・事例> 

３．パブリシティ 
 「検査しています」をどう伝える？  



企業と消費者のコミュニケーションの向上に向けて 
－提言ー 
 ＊製品だけではなく、お客様対応の設計品質に目を 
 向ける。 
 
＊お客様対応の設計品質も、組織内で連携して取り 
 組む。 
 
＊お客様対応の良さの評価指標（関連部門で共有 
 できる指標）を検討する。 
 （原因不明クレームの割合、二次クレームの発生状況、 

  受付～終了までの時間と件数の分布・・・） 
 

＊お客様対応によって得られる自部門での効果を見 
 つける （不良率の低減、人材育成ツール・・・） 




