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自己紹介

2

� 名前
松久 正幸 (まつひさ まさゆき)

� 略歴
– 金融業界のお客様を長く担当
– 外資系SIerでコンサルティング、プロジェクトを実施

� 現在のロール
– 日本の金融業界のお客様を中心にクラウドジャーニーを支援し、デジタル・イ
ノベーション、開発の効率化、コスト削減を促進

� 好きなAWSサービス
– Amazon VPC



本資料では2017年7月5日時点のサービス内容および価格についてご説明しています
最新の情報はAWS公式ウェブサイト(http://aws.amazon.com/ )にてご確認ください

資料作成には十分注意しておりますが，資料内の価格とAWS公式ウェブサイト記載の価
格に相違があった場合，AWS公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます

内容についての注意点

AWS does not offer binding price quotes.  AWS pricing is publicly available and is subject to change in 
accordance with the AWS Customer Agreement available at http://aws.amazon.com/agreement/.  Any 
pricing information included in this document is provided only as an estimate of usage charges for AWS 
services based on certain information that you have provided.  Monthly charges will be based on your actual 
use of AWS services, and may vary from the estimates provided.

価格は税抜表記となっています．日本居住者のお客様が東京リージョンを使用する場合，
別途消費税をご請求させていただきます。

http://aws.amazon.com/


Agenda

� Amazon Connectとは
�インスタンスの設定
�コンタクトフローのカスタマイズ
�ユーザーとプロファイル
�よくある質問
�まとめ



Amazon Connectとは
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数万人のカスタマーサービス・スタッフが、
世界中でアマゾンのお客様をサポートしています。

Our Vision:
地球上で、もっともお客様を大切にする企業であること

AMAZON
SUPPORTS

数百万のお客様

何十種類もの言語

32ヶ国



コールセンターに求められるもの
スケーラブル
ビジネスやサービス利用
者の拡大に合わせたコー
ルセンターの拡張

シンプル
複雑なIP-PBX, IVR, 
CTIの設定をなくし、や
りたいことに集中

オープン
業界ニーズに合わせた
CRMとの統合

信頼性
24時間365日、お客様や
ユーザーからのコールを
受けられること



構築のための
高いコスト

ハードウエア
電話との統合
スペース

複雑な
価格体系

セキュリティ
スケーラビリティ

信頼性

インテグレー
ションが困難

複雑で
使いづらい
ツール

既存のコールセンター構築の課題



Amazon Connect

リアルタイムおよび
履歴の解析

スキルベースのルーティング
Automatic Call Distribution (ACD)

録音 高品質な
音声技術

あらゆる規模のビジネスをサポートできるスケーラビリティを
持ち、使いやすい、クラウドベースのコンタクトセンター・ソ

リューション



Amazon Connectの特徴

1. セルフサービスの
コンフィギュレーション

2. ダイナミックで個人を特定した
自然なコンタクトフロー 3. オープン・プラットフォーム

4. AWSの
エコシステム

100% 
クラウドベース



1. セルフサービスのコンフィグレーション
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数か月の構築を数分で

最初のコールを受ける前にやることは、
簡単な数ステップのセルフサービス・セットアップ



2. ダイナミックなコンタクトフロー

� お客様の条件に合わせたプロパティの設定とそれに合わせたコン
タクトフローやエージェントへの割り当て

� AWS Lambdaを利用した外部データベースの参照

� DTMFを使ったコンタクトフローの分岐

� Amazon Lexを使ったお客様対応

14 DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) 「トーン信号」「プッシュ信号」



2. ダイナミックなコンタクトフロー
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自然な
Alexaと同じ技術を使った

Amazon Lexで対応

ダイナミック
お客様から質問を聞く前に、
状況を判断して、お客様の

質問に回答

個人を特定した
お客様毎に適切なコン
タクトフローを適用

かしこまりました。
それでは明日の午
前9時羽田発、10
時45分福岡着のフ
ライトをご予約し
ました。

はい、代わ
りに明日の
フライトを
予約したい
のですが？
何時でも結
構です。

ありがとう
ございます。
そちらで結
構です。データDIPCRM参照

山田様、
本日のフライトを
キャンセルされた
ようですが、何か
お手伝いできるこ
とはありますか？

お客様から
の問合せ



3. オープン・プラットフォーム
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S3

DWH

顧客
データベース

Business
Intelligence

Workforce 
Managementエージェントデータ

AWS 
Lambda

通話録音

メトリックス

コンタクトフロー

CRM Contact 
Control Panel



4. AWSのエコシステム
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Workforce Management, 
Communications and Analytics

Customer Relationship Management 
(CRM) & BPM

Consulting Partners



電話番号取得ができる国 2017/07/05 時点
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米国
オーストリア
ベルギー
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ

アイルランド
イタリア
オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
スイス
英国

バージニア北部リージョン



電話番号取得ができる国 2017/07/05 時点
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オーストラリア
香港
日本
ニュージーランド
英国
米国

シドニーリージョン



サービス利用料
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• サービス利用料は、あなたがお客様に提供した価値だけ
• サービス利用料 $0.018 / 分

日本の直通ダイヤルイン（DID） 0.13USD / 日
日本国内のアウトバウンドコール 0.1203 USD / 分

電話代のチャージ

詳細 https://aws.amazon.com/jp/connect/pricing/



無料利用枠
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� インスタンスを設定し無料でお試しください。

� サービス利用開始から12ヶ月の間有効です。
• 毎月90 分のAmazon Connect使用料 無料
• そのリージョンの1つのDID番号 無料
• 毎月30分のローカルアウトバウンドコール 無料
• 毎月30分のローカルインバウンドDIDコール 無料

参照 https://aws.amazon.com/jp/connect/pricing/



Amazon Connect概要まとめ
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顧客対応
に要した時間
ベース課金

使用した分
だけ

手間がか
からない

前払いは不要 機器やその設置ス
ペースは不要

オート
スケール



Amazon Connectインスタンスの設定
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インスタンス設定の手順

1. ユーザのID管理の指定
2. 管理者の作成
3. テレフォニーオプション

– 発信
– 着信

4. データストレージの指定
5. 確認と作成
6. 電話番号を取得

24



1. ユーザのID管理の指定
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• Amazon Connect内でユーザを保存するか、ディレクトリサービスを使用
• コールセンターのエージェントは、ユーザIDとパスワードで認証しCCPにログイン
• IAMユーザはフェデレーションされますが、アクセス権限設定ができないため検証
以外では推奨されません。

• インスタンス作成後に変更ができないため注意



2. 管理者の作成
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• インスタンス管理者を指定
• インスタンス作成後に管理者の追加や変更可能



3. テレフォニーオプション

27



4. データストレージの指定
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• 通話録音とレポートがAmazon S3バケットに保存される。
• 通話録音のライフサイクル管理はAmazon S3のライフサイク
ル管理を使用。



5. 確認と作成
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1. 確認画面 2. セットアップ中

3. 作成完了



6. 電話番号を取得
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• 電話番号は複数取得可能、上限値10
• DIDとフリーダイヤルを選択（米国の場合）
• 電話番号の持ち込みや特定の市外局番の指定はサポートで対応（米国の場合）
• 電話番号とコンタクトフローが紐付きます。つまり電話番号別にコンタクトフロー
を変えることができます。

• 電話番号取得時にはコンタクトフロー「Sample inbound flow (first call experience)」
が割り当ててられます。



インスタンスを試してみる
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1. 言語を日本語に切り替え。
2. ダッシュボードの左上の電話アイコンからCCP(Contact Control Panel)を起動し、エージェントの着信、発信ができます。
3. 「電話番号の表示」で取得した電話番号に対して電話をかけることで、コンタクトフローを試すことができます。

① ②

③

ログインID



インスタンス作成後に実施すること

� 左側のナビゲーションからダッシュボードを選択し、
ダッシュボードの順番で設定。
1. 電話番号を取得する
2. オペレーション時間の設定
3. キューの設定
4. プロンプトの作成
5. 問い合わせフローの作成
6. ルーティングプロファイルの作成
7. ユーザの設定

32



コンタクトフローのカスタマイズ
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問い合わせフロー（コンタクトフロー）の種類

� 顧客キューフロー
� 顧客保留フロー
� 顧客ウィスパーフロー
� アウトバンド・ウィスパーフロー
� エージェント保留フロー
� エージェント・ウィスパーフロー
� エージェントへの転送フロー
� キューへの転送フロー

34



コンタクトフローの例
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お電話ありがとうございます。アマゾ
ンウェブサービスジャパンです。

AWSに関する技術的なお問い
合わせは1を、料金や一般的
なお問い合わせは2を押して
ください。

SAのキューへ転送

営業の
キューへ転送



コンタクトフローの作成、編集
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編集の基本ステップ
1. ブロックを選択し、フローの編集画面にドロップする。
2. ブロックの属性を編集する。
3. ブロックとブロックを接続する。

編集のポイント
• デフォルトのコンタクトフローをカスタマイズする。
• 他のコンタクトフローがネストされている部分に注意する。

ログインID



ブロックの選択
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編集画面の左側ペインからブロックを選択し、右側のペインにド
ロップする。
そしてブロックとブロックをドラッグでつなげていく。



ブロックの属性を編集

38

「顧客の入力を取得する」ブロックの例

プロンプト選択
• プロンプトの選択

• オーディオファイル指定
• Text to Speechを利用

• テキストかSSMLを入力
• Pollyを使って読み上げ

• 静的、動的の指定

DTMF処理
• オプション（番号）毎のフロー分岐
• タイムアウトの設定



ブロックの種類 操作
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ブロック名 説明
プロンプトの再生 オーディオを再生

• オーディオファイル
• プロンプトライブラリ
• テキスト読み上げ

顧客入力を取得 顧客のインテントに基づいて分岐
• プロンプトの再生
• DTMFによるフロー分岐

顧客の入力を保存する 数値入力を問い合わせ属性に保存
• プロンプトの再生
• 入力データの指定
（最大桁数、エントリ間ディレイ、電話番号形式）
入力データの暗号化有無、暗号化を推奨

顧客またはエージェントの
保留

通話の保留と解除



ブロックの種類 設定
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ブロック名 説明
キューの設定 顧客のコールをキューに転送
問い合わせ属性の設定 問い合わせ属性をキーと値のペアで保存

問い合わせ属性はCCPへの表示、CRM連携で使用
ルーティングの優先度/時
間を変更する

キューの優先度や時間待ちを設定
顧客属性に応じて優先度や待ち時間を調整

通話記録動作の設定 通話録音の有効化、無効化を指定
• なし（無効）
• エージェントと顧客
• エージェント専用
• 顧客専用



ブロックの種類 設定（つづき）

41

ブロック名 説明
保留フローの設定 顧客またはエージェントの保留フローを指定
顧客キューフローの設定 顧客がキューに転送されると呼び出されるフローを指定
ウィスパーフローの設定 ウィスパー時に使用するフローを指定
コールバック番号を設定す
る

CCPまたはキューでコールバックオプションが呼び出される
と、設定した電話番号に折り返し電話をかける

音声の設定 Text to Speechの音声を選択
デフォルトはEnglish – Joanna
日本語の場合Japanese – Mizukiを指定
これを使用し、1つのコンタクトフローで複数の言語に対応
することができる



ブロックの種類 ブランチ
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ブロック名 説明
キューの状態を確認する キューの状態を確認して処理を行う

• キューのキャパシティ
• キューの中での滞在時間

人員の確認 エージェントのアベイラビリティに基づいて分岐
オペレーション時間を確認
する

オペレーション時間を確認して、処理を分岐
営業時間外であれば別のプロンプトへ分岐するなど

分散（%） 割合に応じてフローを分岐
たとえば全体の20%を別のフローに分岐など



ブロックの種類 統合
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ブロック名 説明
AWS Lambda関数を呼び出
す

AWS Lambda関数のARNを指定
問い合わせ属性や固定のキー・値を送信
タイムアウトの指定（最大8秒）



ブロックの種類 終了/転送
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ブロック名 説明
切断/ハングアップ 通話を終了
キューへの転送 現在のコンタクトフローを終了し、キューへ転送

「キューを設定」ブロックで事前にキューを指定
キューへの転送とコールバックキューへの転送の選択

電話番号への転送 現在のコンタクトフローを終了し、指定した電話番号へ転送

フローへの転送 現在のコンタクトフローを終了し、別のコンタクトフローへ
転送



ユーザーとプロファイル
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CCP - Contact Control Panel
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• エージェントが受信や発信を行うパネル、またステータスを管理
• 問い合わせ属性を表示
• CRMと統合して使用



CCPとサポートされるブラウザ

� WebRTCとOpusオーディオコーディックを使用
� エージェントはソフトフォンで対応可能

– サポートされるブラウザは以下の通り
• Google Chrome (最新の3つのバージョン）
• Mozilla Firefox ESR （最新バージョン）
• Mozilla Firefox （最新の3つのバージョン）

– クラウド型CRMを使えば、すべてがクラウドで完結
� CCP でエージェントの状態を設定、着信、発信
� デスクフォン、PSTNを使用した従来の電話サービスも利用可能

47



ユーザの追加

48



プロファイル

�ルーティング・プロファイル
– どのキューを担当するか
– エージェントのスキルに合わせたプロファイル設定

�セキュリティ・プロファイル
– ユーザの権限設定
– 初期状態でAdmin, Agent, CallCenterManager, 

QualityAnalystの4つが定義済み

49



よくある質問
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よくある質問 回答日2017/07/05

� 東京リージョンにデプロイされる予定はありますか？

本日時点で発表できるスケジュールはありません。お客様の声をぜひ担当の営業やSAに
お伝えください。

バージニア北部リージョン、シドニーリージョンにて日本語がサポートされています。
またシドニーリージョンで日本の直通ダイヤルインを取得できます。

コンタクトセンター業務が国際化されている現在、海外リージョンの利用もご検討いた
だけたら幸いです。

51 参照 https://aws.amazon.com/jp/connect/faqs/



よくある質問 回答日2017/07/05
� Amazon Connectのパートナーになるためにはどうしたらよいでしょうか？

個別にお問い合わせください。

米国と同様に、業界ニーズに合わせたCRMとのインテグレーションができるコンサル
ティング・パートナー様、コールセンター業務の請負を行っている事業者様、CRMを販
売されているISVパートナー様とのパートナーシップを予定しています。

� ドキュメントは日本語化されますか？

他のAWSのサービス同様にドキュメントおよびマネージメントコンソールの日本語化に
努めています。サービスの画面は、現時点で日本語に切り替えることができます。

52 参照 https://aws.amazon.com/jp/connect/faqs/



よくある質問 回答日2017/07/05

� Amazon Lexとのインテグレーションはどのようにできますか？

Amazon ConnectとAmazon Lexとのインテグレーションはバージニア北部リージョン
でご利用いただけます。

コンタクトフローの「顧客の入力を取得する」ブロックが拡張され、DTMF以外に発信
者の発話をAmazon Lexに渡し応答することができます。

� Amazon S3に保存される通話録音は暗号化されますか？

はい。デフォルト設定でAWS Key Management Service (KMS)で暗号化されます。

53 参照 https://aws.amazon.com/jp/connect/faqs/



まとめ
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Amzon Connectのユースケース

� スタートアップでの新規のコールセンター開設
� 既存コールセンターの置換え
� コールセンター業務の拡張、一時的な拡張
� 海外でローカル番号による日本への問合せ
� マーケティング・キャンペーン
� 社内のサービスデスク
� コールセンター事業者のインフラとして

55



まとめ

� Amazon Connectはクラウド型コンタクトセンター。他のAWSの
サービスと同様に初期コストなしにすぐに利用可能

� Do It Yourself. コンタクトフローやエージェント管理など管理画
面で簡単に構築

� AWSの各種サービスとのインテグレーション。Amazon S3, 
Amazon Lambda, Amazon Lexなど

� 主要なCRMとのインテグレーションが可能。またCRM, WFMとの
インテグレーションするためのオープンなAPIあり。
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