
コンタクトセンターへのあらゆるニーズに応える柔軟性と拡張性を獲得
最大 9,000 席まで拡張可能な進化するクラウド型 PBX サービスを実現

株式会社ベルシステム 24

事業の成長のためには
柔軟なサービス提供が必要

コンタクトセンター業界大手のベルシステ
ム 24 は、40 年以上のサービス提供によっ
て蓄積されたノウハウを活用し、データセ
ンターに AVAYA 社のソリューションを導
入したコンタクトセンターシステム『Bell-
Cloud®』を展開してきました。
「2011 年にサービスを開始した BellCloud® 
は、ある程度席数規模の大きいセンター向
けでした。私たちの知見を多くのお客様に
提供するためには、提供するサービスとそ
のインフラストラクチャに、より柔軟性と
拡張性があるサービスが必要と感じていま
した」と語るのは、ソリューション推進本部  
ソリューションセールス部 兼 ソリューショ
ンテクノロジー部 部長の加藤寛氏です。
PBX（電話交換機）の機能を提供する製品や
サービスは数多ありますが、ほとんどは
パッケージ化されており、利用者が必要と
する機能だけを提供できるサービスは少な
いといいます。ソリューション推進本部 ソ
リューションテクノロジー部  シニアソ
リューションマネージャーの横山洋一氏は
「PBX だけでなく、音声認識、チャットボッ
トなど、さまざまなニーズがありますが、多
くのお客様が製品選びに悩まれています。
いずれかの導入を決めたとしても、セキュ
リティ要件の検証など、本来のコンタクト
センター運営以外の業務が増えてしまう状
況を抱えておられます」と話します。
このような課題の解決策として、2018 年頃
からベルシステム 24 ではコンタクトセン
ター向けの各種機能のなかから柔軟に機能
を選んで使えるとともに、必要に応じてス
ケーラビリティを調整可能な『BellCloud+』

の企画を始めました。そしてシステム要件
を検討し、グローバルの実績が豊富な AWS 
の採用を決定。「決め手の 1 つは、クラウド
サービスとしての実績の多さと信頼性で
す。BellCloud® で利用していた AVAYA のシ
ステム構築実績も豊富で継続して利用でき
るとともに、サーバーやネットワークだけで
なく、音声分析やボイスボットなどのさまざ
まなサービスと連携できる拡張性も評価し
ました。また他に新規サービスを展開する
上で、キャパシティプランニングが難しい
オンプレミスとは違い、スモールスタートが
可能なことも魅力でした」（横山氏）
クラウドの柔軟性・拡張性は同社の事業展
開にも大きく影響するため、社内で承認を
得る際の追い風になったといいます。「従来
の当社のサービスが持つ堅牢性やユーザビ
リティに加えて、AWS によって柔軟性や拡
張性を獲得し、また最新技術を取り入れる
ことで業務を高度化していくことができま
す。“攻め”のサービスを展開することが可
能と経営層にアピールし、社内での承認に
至りました」（加藤氏）

4 社の協力により
堅牢なシステムを迅速に構築

ベルシステム 24 では BellCloud+ の構築
を担当するパートナーとして、数社の提案
の中から伊藤忠テクノソリューションズ株
式会社（CTC）を選定。決め手はコンペにお
ける明確な回答、多数のインフラを扱って
いる実績、そしてさまざまな技術に対応可
能なエンジニアの層の厚さでした。
プロジェクトでは、Amazon EC2 のインス
タンス上に AVAYA のシステムを実装。なお
システムの安定性や可用性を考慮し、東京

リージョンと大阪リージョンの冗長構成に
て構築するという要件がありました。しか
し、アジア地域の AWS で AVAYA のシステ
ムを構築するのは初めてということもあ
り、想定外のことにも直面したといいます。
「当時、大阪ローカルリージョンで提供する
インスタンスが AVAYA のサポート要件に
対応していないなどがありましたが CTC 
と日本アバイア、AWS のそれぞれの担当者
に調整をしていただき、大阪ローカルリー
ジョンでも無事スケジュールどおりに構築
できました」（横山氏）
CTC の FS 営業第 2 部の白井啓陽氏は、「今
回のプロジェクトでは、お客様がスピード
感を重視されていましたので、それにお応
えできるよう提案を行いました」と当時を
振り返ります。

顧客の注目を集め
運用面のメリットも獲得

プロジェクトの承認からシステム構築まで
およそ 1 年半を経て 2019 年 11 月、Bell-
Cloud+ が発表されました。契約期間の縛り
がなく、導入席数も繁閑にあわせて柔軟に
増減でき、しかも必要な機能を組み合わせ
て利用できるというメリットが、オウンドメ
ディアやプロモーション動画を通じて広く
伝えられると、大きな反響が寄せられたと
いいます。「事業計画に示した販売計画に向
けて予定通りに新規受注を見込んでおりま
す。日本では初めてとなるシステムですの
で、少し様子を見たいというお客様も多い
と思いますが、実力が明らかになれば、オー
ダーは増えていくと考えています」（加藤氏）
AWS の活用によって、ベルシステム 24 で
は営業面だけでなく、コスト負担や運用面
でも大きなメリットを得ています。Bell-
Cloud+ は最大 9,000 席まで拡張できるシ
ステムとなっていますが、オンプレミスで
同等の設備を用意する場合と異なり、段階
的に増やすことができるため初期コストも
運用コストも抑えることができます。「障害
が起きたときの対応も、コンソールの操作
だけで済むので、以前のように機器を調達
するリードタイムや夜間の作業が発生しま

せん。これにより保守メンバーの負荷も大
きく軽減されています」（横山氏）

組織内の意識改革も実現
成長していくシステムへ

ベルシステム 24 では、BellCloud+ によっ
て、これまでサービスを提供できなかった
顧客への提案も可能になると考えていま
す。AVAYA のコンタクトセンターの機能が
席数規模を問わず利用できることは、大き
なアドバンテージになります。当初掲げた
“攻め”のスタイルへの意識改革も実現しま
した。これまでオンプレミス環境の限られ
た領域の技術にのみ触れていた技術者が、
AWS の新しい技術を次々に活用できると
いうことを体感し、社内の士気も高まって
いるといいます。
今後、BellCloud+ には音声認識や音声分
析、ボイスボット、スマートフォンの画面操
作によるサポートのセルフサービスといっ
たオプション機能が次々と計画されていま
す。さらに、拡張現実（AR）やバーチャルリ
アリティ（VR）を活用したテクニカルサ
ポートの構想もあり、Amazon Sumerian 
の導入も検討されています。「コンタクトセ
ンター業界において、AWS の技術を最も利
用しているユーザーでありたいと思ってお
り、より優れたサービスの提供につなげて
いければと考えています」（横山氏）
さらに、機能の開発だけでなく、コールセン
ターのオペレーターの健康状態をモニタリ
ングして、快適な勤務や離職防止に役立て
られるようなデータ解析の取り組みも検討
しています。新しい技術を次々に導入して
いくという BellCloud+ の将来について加
藤氏は、次のように語っています。
「コンタクトセンターは、まだまだ進化でき
ると考えています。新しいチャレンジをし
たいというお客様と共に、先駆的な技術を
活用しながら、生き物のように成長させて
いきたいという想いがあります。この構想
を CTC、AWS のエンジニアたちにも共有
し、常に議論をさせていただいています。さ
まざまな知見を活かし、お客様にさまざま
な提案を行っていきます」

コンタクトセンターのアウトソーシングを中心に CRM ソリューションを提供する株式
会社ベルシステム 24。同社はアマゾン ウェブ サービス（AWS）を活用し、企業規模を
問わず利用可能なクラウド型コンタクトセンターシステム『BellCloud+（ベルクラウド
プラス）』を立ち上げ、2020 年から提供を開始。高い品質を保ちながら規模の柔軟な
拡大 / 縮小や機能拡張を実現し、さまざまな顧客層にアプローチを広げています。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon EC2

ビジネスの課題
● 顧客のニーズに対してより柔軟に対応
できるサービスの提供

● システム障害発生時の対応の迅速化
● コンタクトセンター業務における最新
技術の活用

AWS を選択した理由
● コールセンターシステム AVAYA のグ
ローバル稼働実績と信頼性

● 投資コストの抑制と運用負荷の削減
● 新技術や豊富なサービスとの連携によ
る拡張性

AWS 導入後の効果と今後の展開
● 柔軟性のあるサービスによる新たな顧
客層へのアプローチ

● 社内での新サービス開発に向けた士
気の高まり

● “攻め”の業務改革の推進

お客様導入事例：コールセンター
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APN プレミアコンサルティングパートナー

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

CTC は、2017 年から APN パート
ナー最上位の「プレミアコンサル
ティングパートナー」に認定されて
います。同時に AWS 移行に関し
て優れた実績・専門的スキルがあ
ることを AWS が認定する「移行コ
ンピテンシー」を有しています。ク
ラウドの新規構築、および移行の
ためのコンサルティング、実装から
運用をワンストップでご支援し、お
客さまのビジネスを加速させるた
めのクラウド活用を共に推進いた
します。
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お客様導入事例：コールセンター
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カスタマープロフィール

株式会社ベルシステム 24
● 設立年月日：1982 年 9 月 20 日
● 従業員数： 社員 9,010 名、コミュニ
ケーター 19,078 名（2020 年 2 月末
現在）

● 事業内容：CRM ソリューションに関す
る、アウトソーシングサービス / テクノ
ロジーサービス /  コンサルティング
サービス / 人材派遣事業など


