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Amazon Connectで実現した
「働き⽅」と「顧客体験」変⾰
3つのポイント
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おおいし りょう

⼤⽯ 良
• 1973年 新潟市⽣まれ
• コンピューターの購⼊は11歳 ／ SHARP X1
• 中2の時に初めてプログラムが書籍に掲載
• ⾼校⼊学記念にX68000を購⼊
• ⼤学⽣の時にパソコン通信開始。本格的にシェアウェアを販売
• 総合商社でインターネットサービスプロバイダー事業に携わる
• 2000年にECのASPを⽴ち上げるべく起業

株式会社サーバーワークス 代表取締役社⻑
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⼤学向け
合否案内サービス



昔の合格発表



今の合格発表



シェア

60%



ところが・・・



課題

2⽉

必要な
サーバー数

8⽉

必要なコストムダ
そこで…



AWSの
テスト利⽤

を開始

2007年



社内サーバー

購⼊禁⽌令

2008年



AWS専業
インテグレーター

に転換

2009年
新規案件は
AWSのみ



事例



東⽇本⼤震災当時の様⼦



サイトダウンの理由

被災者

救急医療など、⽀援が
受けられる場所を探して

⾮被災者

義援⾦の⽀払いや
ボランティア活動など
⽀援できる⽅法を探して







Amazon EC2



義援⾦管理システム



20台の 物理的に離れた
2つのデータセンターに
設置されたウェブサーバー

１⽇に500万通送信できる
メールサーバー

ロードバランサー

物理的に離れたデータセンター間で
リアルタイムに同期し
かつ1時間おきに

バックアップを取るデータベース

環境構築 2時間
アプリ開発 48時間



義援⾦ 受付開始まで

⽇本⾚⼗字社 様との打ち合わせ3⽉14⽇
3⽉15⽇ サイト復旧
3⽉17⽇ 義援⾦ 受付開始



事実
震災後の迅速な義援⾦の募集に⼀役買ったのは、



⽇本⾚⼗字社様事例（⽇経SYSTEMS様 2011年6⽉号）



880社を超えるAWS導⼊実績 (2021年2⽉末現在 / 順不同）



本社所在地 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21

代表者 ⼤⽯ 良

設⽴ 2000年2⽉21⽇

資本⾦ 2,980,699,415円

従業員数 149名 (2021年2⽉末現在/派遣社員を含まない)

事業内容 AWS専業のクラウドインテグレーター

営業所 ⼤阪・仙台・福岡

資格等 APN Premier Consulting Partner
APN MSP Program
APN Migration Competency(Delivery)
ISO /IEC 27001（JIS Q 27001）

主な株主 弊社役員、株式会社テラスカイ
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

関連会社 株式会社スカイ３６５（北海道札幌市）

エンジニア

営業・バックオフィス

関連会社（スカイ365）

会社概要

AWS認定技術者
Solution Architect Professional  51
DevOps Engineer Professional  29
Solution Architect Associate   84
DeveloperAssociate 51
SysOps Associate  57

Security Specialty  34
Big Data Specialty  13
Networking Specialty 24
Machine Learning 7
Alexa Skill Builder 15
Database 13
Data Analytics 8



n AWS Solution Provider (2011)

n AWS Advanced Consulting Partner (2012)

n パートナーアワード (2013)

n AWS MSPプログラム (2014)

n パートナーアワード 事例部⾨（2014）

n AWS認定 移⾏コンピテンシー（2016）

n AWS Customer Success of the Year 2017 – Japan (2017)

n AWS MSP プログラム4.0（2019）

n AWS Digital Workplace コンピテンシー（2019）

nAWS プレミアコンサルティングパートナー
(2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020)

Authorizations and Awards



AWSのパートナー

Registered

Select

Advanced l 2万を超えるAWSのパートナーから
上位0.3%が認定される最上位パートナー

l 世界126社、⽇本で10社のみ選出（2020/6時点）

l 当社は2014年から継続して認定

Premier
(プレミア) プレミアパートナーとは



AWS公認の国内トップエンジニア含むプロのエンジニア集団

YouTubeや
ブログでの情報発信



2019年3⽉ 東証マザーズ
2021年1⽉ 東証⼀部上場



私たちの社会に
起きていること





デジタル・ディスラプション



• Uber → タクシー、レンタカーを壊滅
• Airbnb → ホテルが壊滅
• Netflix → レンタルビデオが消滅
• Apple → ゲーム業界が⼀変

私たちに襲いかかるデジタル・ディスラプション

ITを活⽤する未知の挑戦者によって
新規参⼊が、素早い変化を促す要因に



ニューノーマル
への対応



いったいどうすれば・・・︖



⽇本の企業に求められるアクション

• 競争⼒の源泉になるものにリソースを集中する
• クラウドで、どこでも仕事ができる環境を整える

• 「若くて優秀な⼈が興味をもって取り組める」
基盤を準備する

こうした⽂脈でAWSの利⽤が進んでいる



Amazon Connectサービス概要の動画

動画視聴はこちらから

https://info.serverworks.co.jp/youtube_about_amazonconnect


ポイント1
予期しない問い合わせの急増や

⼀時的なアウトバンドコールにも
タイムリーに対応



事例︓パルシステム⽣活協同組合連合会

事例詳細︓ https://www.serverworks.co.jp/case/pal-system.html

1. IVRによる⾃動電話注⽂ダイヤルを構築

2. オペレータ対応⼈数ゼロで機会損失を低減するシステムを実現

サポート内容



パルシステム様の特筆すべき取り組み

外出⾃粛要請に伴う注⽂電話対応の負荷軽減のため
Amazon Connectを採⽤

2020年4⽉の電話注⽂のうち約2割を
⾃動電話注⽂ダイヤルが対応

オペレーターの電話注⽂受付対応時間を
約3分の2(前年⽐)まで減少

問い合わせ対応に時間を割くことが可能に

事例詳細︓ https://www.serverworks.co.jp/case/pal-system.html



パルシステム⽣活協同組合連合会
物流・情報システム本部 ITサービス部 インターネットサービス課 課⻑

直井 勇樹 様

ご登壇



各数値は2019年度
決算より

（あいコープみやぎ）

パルシステムについて



https://www.pal-system.co.jp/about/honmono/

https://www.pal-system.co.jp/about/honmono/


⾃動電話注⽂導⼊の⽬的
❖ 問い合わせ対応の応答率向上

➢ 無⼈化出来る部分（注⽂）のリソースを問い合わせに充て、応答率向上
を⽬指す

❖ 省⼈化に向けた⾃動応答システムの検証
➢ どれくらい使ってくれるのか



Amazon Connect採⽤理由
❖ スケール可能
❖ 使⽤量に応じた料⾦体系



システム構成



コールフロー
❖ なるべく
シンプルに。



コールフロー（Connect）



コールフロー（Connect）



そしてコロナ禍

• 利⽤者が⼀気に6万⼈増加
• 物流や配送はもちろん、ECサイトも不安定
• コールセンターも応答率⼤幅減少

• 唯⼀安定稼働の⾃動電話注⽂
– 計画を前倒しして、全⾯稼働に踏み切り、救世主に︕
– 急遽、電話⾃動⽋品案内もAmazon Connectで構築、ローンチ



成果

❖ 問い合わせへの展開
❖ ⾳声対応の検証

❖ オペレーターリソースの削減
❖ ⼀定のニーズがあることが確認できた

今後の展望



事例︓新⽣銀⾏

1. 既存のアウトバウンドコール業務をAmazon Connectで⾃動化

2. コール業務スタッフの負荷軽減と、アポイント成約数の向上を両⽴

サポート内容



新⽣銀⾏様の取り組み

アウトバウンドコール数と対話数の向上のため
Amazon Connectのトライアルを実施中

オペレーターの定型的な負担を
軽減

顧客へのフォロー体制の確保

運⽤スタッフによる
コールデータ分析の実施



⾦融クラウド導⼊コンサルティングサービス

メガバンク、ネットバンク、地銀で「銀⾏員」としてAWS導⼊を実際に⼿掛
けたメンバーが、アドバイザーとして⾦融機関に必要な品質を担保



ポイント2
従来型のレガシーな（３密）
コールセンターを避けて、

在宅コールセンターなどより
はたらきやすい環境を構築



事例︓株式会社NTTスマイルエナジー

事例詳細︓ https://www.serverworks.co.jp/case/nttse-2.html

1. 既存コールセンター刷新とコストメリット／運⽤機能確認のためのPoCを実施
2. PoC後導⼊検討準備期間を経て、本番運⽤中

サポート内容



お客様インタビュー動画

事例詳細︓ https://www.serverworks.co.jp/case/nttse-2.html

動画視聴はこちらから

https://info.serverworks.co.jp/youtube_case_nttse_comment


事例︓株式会社船井総合コーポレートリレーションズ

1. 既存コールセンターをAmazon Connectで実現

2. コールセンターをクラウド化することで圧倒的コスト削減へ

サポート内容



ポイント3
周辺サービスを組み合わせることで、

単なる⾳声コミュニケーションを
超えたお客さまとの
新しい関係性を構築



サーバーワークスの代表電話は
Amazon Connect に︕

2019年12⽉



サーバーワークス 代表電話の動画

動画視聴はこちらから

https://info.serverworks.co.jp/youtube_swx_tel_case


サーバーワークスの
ケイパビリティ
-事例と共に、強みをご紹介-



DXとは何か︖
そもそも



お客様

DX
クラウドサービス等

会社

デジタル上に
お客様との接点が
⽣まれる

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、
企業がデータやデジタル技術などを活⽤し
新しい価値をお客様へ提供すること



DX改善事例︓三越伊勢丹システム・ソリューションズ

1. mode2開発基盤のガイドラインを策定

2. 新たなサービス開発の加速へ繋げる

サポート内容



特筆すべき取り組み

Mode2
（SoE︓System of Engagementを中⼼とした攻めのITシステム）

開発基盤のガイドラインを策定

開発や改善のスピード、利便性を重視した
システムの変⾰が可能に︕



新たな顧客体験を
⽣み出すチャレンジが

加速できる

ということは・・・

そして



お客様

クラウドサービス等

会社

2XXX年の
新たなサービスを紹介︕

未来に向けて、新しい価値を
⽣み出し続ける基盤を作ることが
できる︕

毎年わくわく
させてくれるぜ︕



この実現に必要なのが・・・



DX時代の
伴⾛パートナー

“シェルパ”



DXやクラウドといった新しいアイディアを
社内に浸透させ、実⾏に移すためには
様々な課題が⼭積

新しいシステム
は嫌だ

課題が根深くて
使える⼈が
限定される

お客様に
価値を伝えるの
が難しい 不安

もやもや

他の業務もある
のに・・

もやもや

もやもや

もやもや

コスト

もやもや

もやもや

もやもや

課題
課題

本当に
辿り着けるのか…



管理がしやすく
なった

広報活動が楽に
なった

新規顧客が
倍増した新たなチャンス

が巡ってきた

新しい価値が
次を⽣み出して

いる
優秀な新⼊社員
が⼊ってきた

お客様と
コミュニケー
ションがとれ

る

ワークフローが
シンプルに

残りの
課題

残りの
課題

残りの
課題

すぐにチャレンジ
して改善できる

社内のモチベー
ションがあがる

残りの
課題

企画の幅が広がる
最新の技術を学べる

景⾊を⾒るのが
楽しみです

だからこそ
困難な登⼭の成功には
経験豊富なパートナー
が重要に︕

あと少しですね︕
登⼭のプロ



サーバーワークスは
DXという⾼い⼭を、お客様と共に乗り越える

プロフェッショナル集団
-シェルパ -



まとめ



まとめ

・DXとは「ITを⽤いてお客様の体験、コミュニケーションを劇的に
変⾰すること」。そのためにはお客様に対して社内データへの
アクセスを提供する必要があり、道具としてクラウドが必須に
・特にコミュニケーション変⾰にAmazon Connectが有⽤
IVRや既存コールセンターの置き換えにとどまらず、今後は
在宅コールセンターへの応⽤も
・DXの実現とは登⼭のようなもの。登⼭の主⼈公は皆さまでも、
熟練のシェルパとの伴⾛体制がベスト。AWSを本格的に使う
際には、ぜひサーバーワークスにご相談を︕



今⽇のお話を参考にしていただき、
AWSを使って「働き⽅」と「顧客体験」を

アップグレードしていきましょう︕



Thank you!
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