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クレームマネジメント概論

1 クレームマネジメント・マトリクス
お客様がくださるクレームは、あなたのお店や

ん。何も言わずにあなたの会社やお店から足を遠ざ

会社を救う大切な資源です。商品やサービスには、

けるだけです。確かに、クレームが山ほどあるので

100％の完成度は望めません。どんなに気をつけて

は、商品やサービス自体に根本的な問題点があるの

いても、必ず不徹底な部分があります。この不徹底

で、抜本的な対応が必要だと思われます。しかし、

な部分を認知することは店・会社側では限界があり

商品やサービスに致命的な欠陥がある場合は、販

ます。クレームは、商品やサービスを改善するきっ

売前にチェックされることが多いですし、それを

かけになるもので、本来はお金を出して買うような

チェックできないお店や会社はそもそも存続してい

貴重な情報なのです。それがお客様によって持ち込

ないでしょう。

まれるのですから、これほど感謝すべき状況はない

下に示したマトリックスは「お客様のクレームの

でしょう。お客様が自らの精神的な負担を省みず、

あり・なし」と「商品サービスの欠陥のあり・なし」

スタッフにクレームをくださったことに「感謝」し

によって 4 つのグループを作ったものです。

ましょう。さらにクレーム対応・クレームサービス
によって、お客様を満足させるように努力しなけれ
ばならないのです。
クレームマネジメントは、クレームを最適に扱う
ことによってお客様の満足度の向上、従業員満足度
の向上、サービスや製品の品質の向上という 3 つ
の要素をコントロールするマネジメント手法です。
クレームマネジメントの効果には以下のようなも
のがあります。
（1）商品サービスの品質向上
（2）お客様関係の安定化
（3）購入・利用頻度と強度の増加
（4）お客様志向の組織への移行による競争力強化
（5）口コミプロモーション
（6）より大きな問題を生じる前に原因を解決・
軽度化ができるため、補償コストを低下させる

「商品サービスに欠陥があり、お客様からクレー

（7）業務プロセスの改善を常に行うことで、業務

ムを受ける」のは、当前です。全般的な改善を行う

コストを低下させる
（8）従業員の満足度の向上

必要があります。「商品サービスに欠陥はないが、
お客様からクレームを受ける」場合は、お客様への

クレームマネジメントでは、クレームを最大限掘

対応を見直すきっかけにすべきです。言いがかりや

り起こし、適切に処理し、商品サービスに反映させ、

詐欺行為など悪質なクレームの場合も稀にあるの

スタッフの物理的・心理的負担を減少させるように

で、その場合は毅然とした対処が必要です。問題は

します。クレームマネジメントは不断の業務です。 「商品サービスに欠陥があるが、お客様のクレーム
事業が継続する限り、クレームマネジメントは終わ

がない」場合です。現実にお店・会社には商品サー

ることも、
最終的な成功も失敗もありません。常に、

ビスに問題があるにもかかわらず、お客様は何とも

継続していかなければならないのです。

言ってくれないのです。この時にはクレーム掘り起

ここでは、クレームの受理をどうしたら最大化さ
せられるかについて考えます。

こしをしなければいけません。
何も言わずに立ち去るお客様からどうやってク

クレームの多くは隠されています。認知できるク

レームを掘り起こして、商品サービスを改善に結び

レームは氷山の一角、一説には 10％に満たないと

付けていくためにはどうしたらよいでしょうか。ク

されています。ほとんどのお客様は不満や苦情が

レームをつけやすい「クレーム環境」を整備するこ

あったとしても、クレームを付けることはありませ

とを考えてみましょう。



クレームマネジメント概論

2 クレームマネジメントの採算性
クレームマネジメントを実施することで、短期的

お客様関係の維持、新規お客様の獲得、商品サービ

にはスタッフの人件費や追加的に発生する業務経費

スの改善などが行われます。これらによって生じた

など、コストが発生します。経営者としては、この

利益の増加分を計算することも、クレームマネジメ

ようなコストを圧縮したいと考えるのは当然です。

ントの継続をする上で、大きなモチベーションアッ

しかし、クレームマネジメントで利益は発生しない

プになります。

のでしょうか？

これらの数値が計算できたら、下の「クレームマ
ネジメント採算性」の式でクレームマネジメントの

（1）失ったお客様になることを防止
クレーム対応・クレームマネジメントによって、
生じる利益について考えましょう。まず、クレーム
マネジメントが徹底されることで、
お客様の固定化・

採算性を算出できます。
クレームマネジメント採算性を向上させるために
は、以下の点を対策していく必要があります。

安定化につながります。
不満を感じられてお客様は、
クレームをつけずにお店・会社から離れてしまい、 （1）クレームサービスのお客様満足度を向上
一般的に、
失ったお客様になります。しかし、クレー

クレームをくださったお客様がクレームサービス

ムを掘り起こし、クレームサービスで満足していた

に強く満足されれば、その後の関係性は強くなりま

だき、その後も取引を継続していただけば、その後

す。そうすれば、自ずとお店・会社での取引額は増

の利益は「クレームマネジメントによって生み出さ

えるため、クレームマネジメントが生み出した利益

れた利益であると考えられます。

は増加します。

（2）悪評の口コミの防止

（2）クレーム促進の最大化

また、不満を感じられたお客様がクレームをつけ

クレームの受理数を最大化させれば、クレームマ

ずに去り、周囲の人に口コミでお店・会社の悪評を

ネジメントをつうじて商品サービスの改善が進みま

流したとしたらどうでしょうか。潜在的なお客様の

す。改善が進むことで、お客様の固定化・新規お客

獲得を困難にします。将来お客様になる人が、不満

様の獲得が容易になります。クレームの掘り起こし

を感じられたお客様の周囲にどれくらいいるか計算

を最大化することがクレームマネジメントの生み出

するのは難しいですが、もし、クレームサービスで

した利益を最大化させます。

つなぎとめたお客様が、友人・知人を紹介してくだ
さったら、そのお客様のくださる利益は、クレーム

クレームが発生しやすい、商品サービスの原因を

マネジメントが生んだ利益であると考えられます。

最小限にすることで、無用なクレームを生み出さな
いようにしましょう。そうすることで、分母の数値

（3）商品サービスの改善
お客様がくださったクレームを基にして、商品

（クレームマネジメントへの投資）が最小化され、

サービスを改善する、または新しい商品サービスの

採算性の最大化に貢献できます。クレームマネジメ

開発する場合、その後の利益の増加分はクレームマ

ントを経常的に実施することで、確実に商品サービ

ネジメントが貢献した利益と計算することができま

スの改善を達成することです。度々同じ箇所で問題

す。

が指摘されるのであれば、改善の方向性に過ちがあ

以上のように、クレームマネジメントによって、

クレームマネジメント採算性 ＝



（3）無用なクレーム発生源の撲滅

るということです。

クレームマネジメントが
生み出した利益額
クレームマネジメントへの投資額
（人件費・業務経費など）

クレームをくださるお客様の認識

3 お客様関係ライフサイクル
お客様とお店・会社の関係は商品やサービスを通

を探り、感じているのであれば、適切にクレームマ

じて構築されます。お客様は商品サービスのみなら

ネジメントを実施します。そうすることによってお

ず、スタッフとのコミュニケーションまでを含めた

客様の店・会社への信頼は大きく向上し、現在のお

価値にお金を払っています。

客様としての関係が長期化することになります。お

お客様との関係が始まり、
それが少しずつ成長し、

客様を維持し、できれば衰退期に入ることを先延ば

密度を高めていき、次第に疎遠になっていくという

しするようにします。せっかく獲得したお客様を短

流れをライフサイクル理論として捉えることができ

期的な取引で終わらせてしまうのは得策ではありま

ます。ライフサイクル理論とは、生物の発生から繁

せん。

栄、衰退という一般的なルートをグラフ化したもの
です。

最後に、お客様が店・会社との取引を減らし、取
引を停止してしまった後のお客様は「失ったお客様」

お客様との関係性の密度を、関係性の始まりから

といいます。取引関係が解消されてしまったお客様

終わりまでグラフ化すると下図のようになります。

には、再度取引関係を構築できるように、再獲得マ

店・会社がお客様との取引を始める前には、その

ネジメントを進めます。ここにもクレームマネジメ

お客様のことを「潜在的なお客様」として考えます。

ントが大きく貢献することになります。もし、お客

潜在的なお客様に対しては、取引をしていただける

様が取引関係を停止した理由が商品やサービスへの

ように、新規顧客獲得のマネジメントが必要となり

不満であれば、その解決と、お客様への謝罪、商品

ます。お客様に興味を抱いていただき、購入・利用

サービスの改善の結果の報告を通じて、より深く長

へと促します。

い取引関係を構築することも可能になるからです。

次に、取引を始めたお客様を「現在のお客様」と

日本は少子高齢社会に入り、市場規模の拡大はそ

考えます。現在のお客様には、商品サービス、さら

れほど望めません。いわば、低成長社会におけるお

にスタッフとのコミュニケーションを通じて満足・

客様関係を考える必要があります。お客様とできる

価値を感じていただけるようにマネジメントしま

だけ長い取引関係を築いて、利益を最大化すること

す。
この中にはクレームマネジメントも含まれます。

です。その意味でも、クレームマネジメントの重要

お客様が商品サービスで不満を感じているかどうか

性は今後さらに増していくでしょう。



クレームをくださるお客様の認識

クレームをくださるお客様を
4「広告塔」にする
「不満があってもクレームを言わずに黙って離れて
いくお客様が多い」
「クレームはリピーターをぐんと増やすチャンスと
心得よ」
「悪い評判ほどよく広まる」

広告にお金を払い、新しいお客様を集めることに
努力するのは大切なことです。しかし、現在のお客
様を逃がさず、今後も常連になってもらえるのであ
れば、良質なクレーム対応に広告と同じ額を支払っ
てもいいくらいでしょう。
常連客は周囲の人にお店や会社のことを話すこと

しばしばこの類の話を耳にし、実際に見たり・体

が多いので、「人的広告」になってもらえるのです。

験したりした人も多いでしょう。ただし、
「多い」
「ぐ

新聞折り込みやフリーペーパーに一枚、または数セ

んと」
「よく」という表現は、一体どれくらいの数

ンチ四方の広告を入れたとしても、どれだけの人が

値になるのでしょうか。

目にするでしょうか。ましてや、「広告の文句が本
当の情報だ」と信じてくれる人はどれだけいるか。

◆不満を持つ顧客のうち苦情を言うのは 4％にす
ぎない。後の 96％はただ怒って二度と来ないだ
けである。
◆苦情が 1 件あれば、同様の不満を持っている
人は平均 26 人いる。そのうち 6 人は非常に深刻
な問題を抱えていると推定される。
◆苦情を言った人のうち 56 ～ 70％の人は、苦
情が解決された場合、その企業と再び取引した
いと考える。その比率は、解決が迅速に行われ
た場合、96％にまで跳ね上がる。
◆不満がある人は、それを平均 9 ～ 10 人に話す。
13％の人は 20 人以上に話している。
◆苦情が解決された顧客は、そのことを 5 ～ 6
人に話す。



しかし、友人や知人が「あの店はいい店だ」と聞け
ば、その人は少なくとも、折り込みチラシやフリー
ペーパーの広告欄の情報よりは信頼性が高いと考え
るでしょう。
このように考えると、お客様のクレームは、お金
を出しても聞いたほうがいいのです。本当に些細な
意見や苦情も、お店、会社を大きく飛躍させる起爆
剤になるのです。
1 人の後ろに 26 人の同じ不満を持つお客様がい
ると考えてみましょう。「クレームは面倒だ」なん
ていう発想が浮かぶはずがありません。クレームこ
そが宝だと考えるようになるでしょう。そして、ク
レームこそ、お金を出して買うべき重要な情報なの
だと納得できるはずです。

クレームマネジメントのプロセス

5 クレーム促進
クレームは、商品サービスの改善の機会を提供し
てくれる、大切な経営情報です。クレームは、本来、
店・会社がお金を払い、入手するようなもので、そ
れをお客様が率先して持ち込んでくださるというた
いへん奇跡的なことです。
このような視点に立てば、
お客様がクレームを持ち込んでくださったときの、
スタッフのサービス（クレームサービス）は、お客
様が満足されるような、極めて高品質なサービスを
提供しなければいけないでしょう。
また、
「あの店・会社はクレームを言っても、気
分が悪くなることはない」というサービス価値をお
客様に提供できれば、お客様から寄せられるクレー
ムの数・質は向上し、商品サービスの改善も一層進
むことでしょう。
このようにクレームサービスの質を考えるととも
に、お客様がクレームを持ち込みやすい環境を整備
することも大切です。お客様がクレームを持ち込み
やすいように整備することを「クレーム促進」とい
います。
クレーム促進は、お客様がクレームを言いやすい
ように、
「促す」環境を作ることです。

イト、アンケート票、手紙、はがきなどです。
■対面
店舗などで対面のコミュニケーションを行う場
合、お客様のクレーム持込の心理的な壁は比較的低
くなります。特に、何回かやりとり・会話を交わし
たことがあるスタッフであれば、クレームを伝える
お客様の気持ちは安定化します。
クレームという強い表現でなく、「こうして欲し
い」程度の要望で抑えられる場合もあるかもしれま
せん。
ただし、対面でスタッフが応対する場合、スタッ
フの精神的な負担が大きい為、スタッフが誤った対
応することで、お客様の気分を害してしまうという
リスクがあります。特に、お客様がクレーム対応の
中で気分を害した場合、店や会社のスイッチング（他
の店・会社に取引先を変えてしまうこと）が生じや
すいという傾向にあります。
また、対面でクレームを持ち込むときには、店舗
やスタッフが「クレームを待ち望んでおります」と
いうシグナルを明示する必要があります。通常、店
舗自体には「クレーム受付」の場としての機能はあ
りませんし、お客様にとっても言い出しにくい場所
のはずです。それでも、クレームを伝えていただく
ためには、それなりの「促し」が必要です。「お客
様窓口」を設け、クレームを受け付けている旨を表
示します。また、スタッフが接客応対した最後に、
必ず「何かご不満な点はございませんでしたか？」
と質問して、お客様にクレームを催促するというこ
とでもよいでしょう。
■電話
従来、電話はクレーム対応のメインチャネルでし
た。お客様にとっても、クレームを持ち込む精神的

クレームから、商品サービスを改善し、お店・会
社が提供する商品サービスの品質を向上させること
で、クレームの受理件数が低下するはずです。しか
し、クレームマネジメントではクレーム促進を徹底
させることで、クレーム受理件数を最大化させる努
力をします。
クレームこそが、事業を継続させる原動力だと考
えるからです。
クレーム促進の代表的な手法は「クレームのチャ
ネルを増やすこと」です。チャネルとはクレームを
言う方法で、対面、電話、FAX、メール、ウェブサ

な負担が少なく、店や会社側も、コストが安い、個々
のクレーム対応が容易、問題解決が早いなどの利点
があり、重宝していました。
反面、スタッフとのコミュニケーションが声のみ
ですから、言葉遣いでお客様の気分を害するという
リスクがあり、クレーム対応の中でも言葉遣いの配
慮が必要なチャネルです。また、フリーダイヤルを
用意することで、クレーム受理件数の増加に貢献で
きます。
■メール、ウェブサイト
電子メールやウェブサイトのフォームを通じてク
レームを受理するケースが増えています。近年ク



レームが増えているは池には IT のシンポが大きく

付はお客様が紙に書くという作業を伴うため、時間

影響しているといわれています。今後更に増えるこ

や努力を払っていることが明白です。メールや電話

とが予想されています。

の方がお客様にとっては苦労のレベルが低く、手軽

メールやフォームを通じたクレームの持ち込みは

にクレームを持ち込めます。それにもかかわらず、

お客様の精神的な負担を最小化できます。また、ス

お客様が手紙やはがき、FAX を使われる場合には、

タッフも常に待機している必要もなくなり、人員が

特別の理由があるとされています。具体的には、以

少ない店舗・会社では最も有効なクレームチャネル

下のようなものです。

であるといえます。
メールやフォームを通じたクレーム受付には、お
客様の入力負担を最小化するための工夫が必要で
す。特にフォームからのクレーム受付では、クレー
ム受付専用のサイト（ページ）を作成することが望

（1）経営陣に伝えたいクレーム
（2）クレームを入れた証拠が欲しい
（真剣な内容である）
（3）金銭的な要求

まれます。何について不満があるのかなど、特有の
項目が必要です。苦情専用のフォームやページを作

このように、書面でクレームをくださる場合には、

成することを避け傾向がありますが、
明確に「クレー

お客様が不満を持ち、それに対して苦情を言うとい

ム受付」というサイトを用意することで、お客様は

うレベルから少し踏み込んだ、重い内容である場合

店・会社への信頼を高めることになります。

が多いのです。

■書面（手紙、はがき、FAX など）
手紙やはがき、FAX を通じた書面のクレーム受

クレームマネジメントのプロセス
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感情的なクレーマーに対する
ファーストコンタクト

感情的になってクレームを持ち込まれるお客様や

ではいえませんが、ある意味で、感情的になってい

悪質クレーマーといわれる人がいます。このような

るお客様は店や会社の製品やサービスによって裏切

難しいお客様に対して、どのようなファーストコン

られ、抑圧された精神状況にあるといっていいで

タクトをとればいいのかについて考えましょう。

しょう。

そもそも、
「誠意を見せろ」
「責任者を出せ」「お
前ではだめだ！」など、感情的になっているお客様
に対しては、最初から理性的な対応はできません。

「すごく気に入って買った服なのに、帰宅してみ
たら、裏地にシミがあった」
これはお客様にしてみれば、期待を大きく裏切る

まずは落ち着いていただく必要があります。感情的

ことです。精神的に攻撃されている状態であるとい

なお客様に対するファーストコンタクトは「緩和」

えます。

の一事につきます。
カウンセリングや心理療法では「目標や問題を解
決したり、意図した方向に誘導したりするようなカ

それくらいのことで怒るのか？」とスタッフだった

ウンセリング」と、
「誘導せず、患者のそのままを

ら思うかもしれません。しかし、お客様の立場に立

受け入れていくカウンセリング」があります。

てば、まったく違う結論になるでしょう。

「患者の症状や問題行動をコントロールして改善

精神的に抑圧された状態のお客様をまずは、その

しようとはしない」カウンセリングは、患者に好意

ままの姿で好意的に受け入れ、どんなにひどいこと

的な態度を示して、患者のことを全面的に受け入れ

を言われても、それは「お客様がひどい扱いを受け

ます。そうすることで、やがて患者は患者自身のこ

ているから、しょうがないのだ」と考えるようにし

とを肯定して、自己意識を正しい方向に自らコント

ます。

ロールするようになるということを目指していま
す。
感情的なお客様のクレーム対応においても、この
カウンセリング方法がたいへん役に立ちます。
お客様を「患者」扱いするので、あまり大きな声



このような精神状態にあるお客様に対して、
「なぜ、

そして、お客様が自ら感情をコントロールできる
ようになるまで待つようにしましょう。そうすれば、
きっと、問題解決に向けた合理的な交渉ができるよ
うになるからです。

クレームサービスのスタッフ
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スタッフ全員が
クレーム対応スキルを備えるべきか

「ただいま担当の者が参ります」

「お尋ねの件は担当者からご説明申し上げます」
このようなクレーム対応はよくある光景でしょ
う。

（1）クレームの内容、クレームをくださるお客様
の背景、クレームの質が多種多様で、簡単なマニュ
アルができない。あるクレーマーには有効でも、他
のクレーマーには逆効果の場合があるなど、不確実

「じゃあ、待ってみようか…」
お客様に余裕があれば、
少し待てばいいことです。
しかし、商品やサービスに何か不都合があり、誰に
でもいいから苦情を言いたいときには、お客様は待
てないのです。冒頭のような対応では、お客様の怒
りやいらいらを緩和するチャンスを失ってしまいま
す。クレーム対応のオープニングでは、何よりも、
お客様のマイナスの感情を緩和するための、あらゆ
る仕掛けや取り組みしなければいけません。
クレーマー対応・クレーム対策のスキルをすべて
のスタッフが持ち、クレーマー・クレーム担当者が
現場に不在のときでも十分な対応・対策ができるこ
とが望ましいといえるでしょう。
もしスタッフ全員がクレーマー・クレームに対応・
対策するためのスキルを持っているなら、お客様が
持ち込んだ苦情や問題を、適切に、即座に対応する
ことができます。クレーム対応の最初の段階で、お
客様のマイナスの感情を緩和できたら、クレーム処
理が格段とスムーズに進むことでしょう。

性が高い。
（2）アルバイトやパートのスタッフが多い場合に
は、教育にそれほど時間をかけられない。アルバイ
トやパートのスタッフは離職率が高いため、せっか
く覚えてもらったスキルもすぐに失われてしまう。
（3）クレームの発生が絶対数として少ないため、
スタッフがスキルを磨くための経験を積むのに時間
がかかる
（4）クレーム対応・クレームサービスはストレス
が大きいという先入観がるため、スタッフが拒否反
応を示す
現実的な選択としては、「クレーム即応スキル」
に徹した教育を全てのスタッフに行うことです。
クレームを持ち込まれたときにお客様のマイナス
感情を緩和し、専門のスタッフがすぐにクレーム処
理にかかれるような前処理をする能力を、全てのス
タッフが持っていることが望ましいのです。

確かにこれは理想形です。しかし、下記のような
理由から、現実問題としてそのようなことは難しい
でしょう。

クレーム案件はすべて、
ケースバイケースで複雑

スタッフ教育が
追いつかない
クレームの発生件数が
絶対数として少ないため、
経験を積むまでに時間がかかる

お客様

スタッフ

高ストレス業務という先入観があり、
スタッフが拒否反応



クレームサービスのスタッフ

クレーム対応のスペシャリストに

8 必要な能力

クレームをくださるお客様の心に中にあるのは、

求されます。そこにはお客様の行動や発言、不満な

単なる不満ばかりではありません。クレームを言う

状況を読み取る「観察力」、状況の変化に対応する
「柔

自分に対して、スタッフが礼儀正しく、温かく扱っ

軟さ」、お店・会社とお客様の間の対立などをまとめ、

てくれるかということについても不安を持っていま

問題解決に持っていくための「思考力」なども必要

す。

でしょう。

クレームをくださるお客様に対して、マニュアル

（5）非言語的コミュニケーション能力

や基準で定めた適切なクレーム対応ができるか、ま

クレーム対応スタッフは、お客様の心理を読み

たは悪意のクレーマーに毅然と対応できるかという

取った上で、共感を示し、「共に問題を解決するた

ことのみがクレーム対応のスペシャリストに求めら

めの努力を惜しみません」という態度をとらなけれ

れる能力ではありません。クレーム対応のスペシャ

ばいけません。高度なコミュニケーション能力が要

リストはもっと広い能力が求められます。

求されるのです。言語的な表現のみならず、非言語

一般的に、
お客様はクレーム対応のスタッフに「親
しみやすさ、礼儀正しさ、思いやり、誠心誠意、積

的な表現（しぐさ、態度、顔の表情）、声質、声量
などを駆使することも必要になります。

極性、信頼感、迅速な対応、適正な判断力、公正さ」 （4）感情能力
などを要求します。お客様は、コミュニケーション

激高して、まくし立てるお客様に対応すること

のはじめから終わりまで、このような観点でスタッ

仕事であることから、「感情をコントロールするこ

フを注意深く観察しているといっていいでしょう。

と」が大切な能力であることはいうまでもありませ

お客様に良い印象を与えるために、具体的にス

ん。感情をコントロールできなければ、クレーム対

タッフ側が持っているべき能力は、以下のようなも

応のコミュニケーションをうまく運ぶことはできま

のです。

せん。
お客様の中にはスタッフへ人格攻撃をしてくる人

（1）高い達成意欲
ものごとを確実に達成する気持ちが高いことはク
レーム対応スタッフにとって重要な要素です。ク
レーム対応は、通常のサービス業務と比較しても、

自己の感情を抑制することができる「自制心」を持
つことが必要です。
また、スタッフ自身の感情をコントロールできる

困難な類のものです。生半可な気持ちでは、途中で

のみではなく、お客様の感情もコントロールできる

くじけそうになることもあるでしょう。どんな困難

ことも必要です。お客様を平穏な心持にさせること

にも立ち向かい、くじけない強靭な精神を持ってい

ができれば、クレームの解決にも大きく貢献できま

ることが、クレーム対応スタッフに要求されます

す。

（2）サービス志向
クレーム対応はサービスであると明確に認識し、

（5）専門性
お客様はクレーム対応にも感情的な側面、たとえ

「お客様の役に立ちたい」
、
「お客様の満足度を高め

ば「やさしさ」や「親しみやすさ」などを色々と要

たい」というサービスに対する高い意識がある必要

求されます。しかし、より本質的には「スマートに

があります。クレームを面倒なこと、クレームが無

不満を解決してくれる」ということが大切なのです。

ければいいというような、自己本位的なメンタリ

どんなによい人柄でも、問題解決につながらないの

ティはクレーム対応スタッフには向いていません。

であれば、意味がないのです。クレーム処理のプロ

（3）社会的なマナー・スキル

セスがすべてわかっていて、どのように手続きすれ

クレーム対応では、お客様はかなり感情的にコ

ばよいか、決済をする人は誰か、似たようなクレー

ミュニケーションをとることが予想されます。ス

ムは無かったか、問題となっている商品やサービス

タッフはお客様にこれ以上、不快な思いをさせない

についての知識など、クレーム対応に関わる情報や

ように、配慮する必要があります。その意味で、誰

知識を豊富に蓄積しているスタッフが最良のクレー

もが好感を持つような「最低限の、好感の持てる社

ム対応のスタッフなのです。

会的なマナー・スキル」を身につけていることが要



もいるかもしれません。そのような攻撃に対して、

クレームサービスのスタッフ

9 クレーム対応とストレスの関係
クレームサービス業務はサービスの品質を維持、

従業員はお客様からは「満足するサービス」を要求

向上させるために必須の要素です。サービス業の重

され、会社や店からは効率や業績を求められます。

要性が高まっている日本にとって、クレームサービ

いわば板ばさみになっているのです。

ス、クレームマネジメント業務の高度化が強く望ま
れています。

クレーム対策の担当者も、お客様からは「問題を
解決してほしい。不満を解消してほしい」というこ

クレーマー対応・クレームサービスの専門家とし

とを要求され、会社や店からは「合理的な対応と情

てスキルアップするには、知識や情報、ノウハウだ

報収集」を求められます。クレームを寄せるお客様

けでは十分でありません。知識やノウハウよりも大

は「特別な対応」を望むことが多く、会社や店の考

切なことあります。クレームサービスの専門家は、

え方とは根本的に違います。

クレームやクレームをくださるお客様から受ける

クレーム処理という場で、常にお客様と会社・店

「強いストレス」をどのように扱うかというストレ

との板ばさみになる役割を負っていること、これが

ス耐性が求められるのです。
お金をもらって働いているスタッフといえど、人

ストレスとなるという報告がたくさん出てきていま
す。

間です。苦情やクレームから受ける精神的な負担に

これからはクレームやクレーマーにどのように対

耐え続ける必要はありません。労働者として健康な

応し、対策を練っていくのかという手法ばかりでは

労働環境を用意してもらわなければいけません。

なく、クレーム・クレーマーに対応する担当者のメ

過度のストレスは正常な肉体・精神の働きを壊し、
神経症やうつ病、心身症などを引き起こす原因にな

ンタルヘルスをどのようにサポートしていくかをよ
く考えなければいけないでしょう。

ります。スタッフにこのような病気が発症すれば、
業務の継続も難しくなりますし、職場の環境もよく
なくなります。
すべてのスタッフが元気に気持ちよく働ける職場
環境を作らなければいけないことはいうまでもあり
ません。
クレーマー対応、クレーム対策、苦情処理の専門
家にとって、ストレスやメンタルヘルスについての
知識も重要なものになってきています。ここでは簡
単にストレスの基礎知識を見てみましょう。
そもそも、ストレス（stress）とは外部から加え
られた「ゆがみ」というように考えられています。
適度なストレスは、能力やモチベーションの向上の
ために必要です。
人にストレス（ゆがみ）を発生させる源は、スト
レッサー（stressor）といいます。
クレーマー対応、クレーム対策のスタッフがスト
レス状態に陥るとすると、そのストレッサー（スト
レスの源）はクレーマーやクレーム自体であると考
えることができます。強く怒鳴られたり、欠陥を叱
責されたり、確かにストレスを受けやすい状態であ
ることは想像しやすいです。
しかし、実はクレーム対策・対応の担当者という
役割自体がストレスになっている場合も多くありま
す。特にお客様と対峙する「フロントオフィス」の
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クレーム・クレーマーからの
ストレスをどうやって癒すか

クレーム・クレーマー対応の担当者であれば、職
務上、やむを得ず、クレーマーとの不愉快な場面に

などなど、様々な考えが渦巻いているでしょう。

当事者として立ち会わなければいけません。それは

しかし、これらの考えは特に「科学的なもの」で

相当なストレスになるでしょう。
特に、
「モンスター」

はなく、個人個人の思い込みによって作り出された

と呼ばれるような、理不尽なクレーマーに対応する

意見です。この思い込みに縛られているからこそ、

と大きな精神的な負担を感じるでしょう。

クレームをくださるお客様から強いストレスを感じ

精神医学では、ストレスを引き起こす原因となる
ものをストレッサーと呼びます。同じ強さのスト
レッサーがあっても、そこからどのようなストレス

てしまうのです。
もし「私がまごまごしているから、クレーマーに
漬け込まれたんだ」と考えているなら、

を感じるかは、個々人の脳が判断します。この反応
は遺伝や環境からの影響で左右されます。同じク

「いや、私は 100％努力した。それでもうまくクレー

レームを処理したとしても、スタッフ A はストレ

マーを対処できなかっただけだ。クレーマーが特に

スを感じないのに、スタッフ B は強いストレスを

悪質なだけだ。もしくはマニュアルに欠点があるの

感じるというように、ストレスを感じるか感じない

だ」

かは、人それぞれなのです。
悪質なクレーマーやクレームに直面し、強いスト
レスを感じたとしましょう。
ストレスを感じるか・感じないかは、それぞれの

と考えるように、周囲の人が促しましょう。また、
「こんな悪質なクレーマーに対応することはできな
い」と考えているなら、

脳が判断することで、その判断をする脳の考え方を
転換することでストレスを感じなくなるのではない
かという治療法があります。

「今回のクレーマーはそれほどひどくない。十分に
対応できるレベルのクレーマーだ。ちゃんと決然と
対応すれば、問題を解決できる！」

「私はいい社員にならなければならない」
「私は取るに足らない、能力のない人間だ」

と考えさせます。

「こんな難しい仕事は私にはできない」
「あんな悪質なお客なんていない。あの人は悪人だ」
など、人が持っている思い込みや信念、非論理的

と考えているなら、

な考え方をリセットしてしまうことなのです。この
ような無意識な考えが人格や性格を形作っているの

「悪人というほどひどくない。きっと、不幸な環境

ですが、この考え方や思い込みがストレスを感じや

にあるからうさばらしに苦情を言っているに違いな

すくするともいえるのです。

い。店やスタッフに恨みがあるわけではない」

重要なことは、受けたストレスに対して対抗でき
る強い心を持つことで、それが非論理的な考え方の
リセットなわけです。
悪質なクレーム・クレーマー対応をしたことで、

と考えるように促しましょう。すでにお気づきと
思いますが、周囲の人が「思い込みの沼の中から救
い出さなければならない」のです。本人はこの沼か

大きなストレスを感じているスタッフの頭の中で

ら自力で這い出てくることはありません。なぜなら、

は、

強い信念だからです。この思い込みを自分で転換す
ることができないのですから、周囲の人、特に上司

「私がまごまごしているから、クレーマーに漬け込
まれたんだ」
「こんな悪質なクレーマーに対応すすることはでき
ない」
「あんな悪質なお客なんていない。あの人は悪人だ」
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がケアしなければいけません。
クレーム・クレーマー対応のスタッフをちゃんと
観察し、ストレスを受けていないか配慮し、もしそ
のような兆候があるなら、「思い込み」から救い出
すように努めましょう。

クレームサービスのスタッフ

クレームからのストレスの回避法
11「Over Conforming」
クレームサービスの現場スタッフは、
「会社や店、

ニーズを汲み取る気持ちが消え、お役所仕事のよう

上司からの要求・命令」と「お客様・顧客からの要

な「サービスとはかけ離れた」サービスを提供する

求」という 2 つの矛盾した要求の間で、高いスト

ことになります。

レス状態におかれます。クレーマー対応、クレーム

では、反対にお客様に同調して、お客様と一体化

対策、苦情処理の担当者に必要な能力として、
「ス

することでストレスを軽減できないものでしょう

トレス耐性が高いこと」が挙げられます。

か。お客様からの好意を受けることに至上の喜びを

しかし、
単に「ストレス耐性が高い」といっても、

感じる。なんとなくですが、理想的なスタッフのよ

そのような耐性がある人材が必ず会社やお店に都合

うな気がします。日本の伝統的なサービス精神「お

よくいるわけもありません。普通の人でも、
最低限、

客様は神様です」に近いものですね。

クレーム対応から受けるストレスを小さくし、業務

Shamirt が行ったバス業界の研究によると、お客

を遂行できるように努力する必要があります。その

様が最も高い満足度を感じるのは「会社の規律に反

ようなストレス対処をどのように教育していくか、

してでも、お客様の要求に従ったとき」だそうです。

それは会社やお店の責任でしょう。

それは常識的に納得できる結果です。お客様として

ストレスを小さくするための方法として最も一般
的な考え方が「Over-Conforming」というものです。

は、会社の規律を破っても自分のニーズに従ってく
れるスタッフに満足したでしょう。

これは「会社・店への同調」です。クレームを受

反面、各スタッフがお客様の立場に立って対処し

けるときにスタッフが陥る「お客様と会社・店との

たら、会社や店は崩壊してしまいます。その上、ス

間に立って、矛盾した問題を解決しなければならな

タッフによって受け入れる対処のレベルが異なるた

い」という精神状況がストレスになるのだという考

め、お客様に不公平感が生じることもあります。

え方です。
「お客様の苦情ももっともだ」
「しかし、

このように、会社や店、お客様のどちらかに一体

会社のマニュアルではお客様の要求される解決策は

化してストレスを減少させようとすると、どちらも

できない」という状況ですね。

問題が生じることがわかります。

このような矛盾状態にあるからストレスになるの

そこで、常識的に対応できる、比較的小規模な苦

だとしたら、いっそのことどちらかに一体化するこ

情やクレームには「お客様に同調・一体化」して、

とで自己正当化してしまおうという対策なのです。

重大なクレーム・苦情の場合には「会社・店に同調・

これを「過剰な同調（over-conforming）といいます。

一体化」するという対応が好ましいでしょう。

会社や店と一体化して、お客様の立場や状況を考

軽微なクレームであれば、スタッフが判断してお

えることなく、クレームを処理していくということ

客様に有利な対応をしても、それほど大きな損害は

になります。結果的に、組織内のマニュアルや手続

出ません。お客様としては十分満足していただける

き、前例などを何よりも優先し、お客様の事情や会

対応になります。

社や店の過失などは過小評価してしまいがちになり
ます。

重大なクレームであれば、会社や店の立場に立っ
て、マニュアルや手順を守ることが必要になります。

また、苦情やクレームはそもそも「重要な経営情

もし、お客様の立場に立って対応すれば、会社や店

報」であり、会社や店のサービスや商品を改善する

に大きな損害を与えることになるかもしれないから

重要な手がかりになるものです。しかし、会社や店

です。

に一体化したスタッフが対応すると、この重要な経
営情報が正確に取得できなくなります。
お客様の苦情やクレームを過小評価することで、
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クレームサービスのスタッフ

クレームからのストレスの回避法
12「接触抑制」
クレームから受けるストレスをどのように小さく
できるか？ Over-Conforming 法以外にも、「接触抑

クレームは否応なしに舞い込んでくるものです。接

制」という考え方でクレームからのストレスを小さ

触したくないと思っても、勝手にやってきます。ま

くする方法があります。

た、
「私には権限がない」という責任転嫁も、クレー

接触抑制とは、お客様・顧客との接触を避けるこ
とで、ストレスを小さくしていこうという考え方で

ム担当スタッフとして任命されている人にとっては
無理でしょう。

す。Shamirt という研究者はイスラエルのバス運転

スタッフは「絶対に」接触をとらざるを得ないの

手を研究した結果、次のようなことを結論付けまし

です。しかし、クレームや苦情に対して、「機械的

た。イスラエルのバス運転手は最も理想的な乗客を

な対応を取る」ことで接触を抑制するという方法が

「パレスチナ人」だと答えたといいます。これはイ

あるのです。クレームや苦情をもたらすお客様を
「生

スラエルとパレスチナの紛争が何十年にも渡って続

身の人間だと思う」から感情が発声するのであり、

いており、互いに憎しみあっているという一般的な

機械的に処理していけば、ストレスも生まれないだ

見方とはまったく反対の答えだと思いませんか？

ろうと考えて、マニュアルどおり、機械的に処理し

「敵（かたき）
」ともいえるパレスチナ人を「上
客」だと答えたイスラエル人バス運転手の気持ちは
一体、どのようなものなのでしょうか？
理由は「パレスチナ人の乗客は料金を支払い、運
転手を見ることなく、すぐに座席に座る」「バスを

ていくことで接触を抑制するのです。
Mizrahi という研究者は医者のストレス回避方法
を研究して、その結果、医者は患者からのストレス
を軽減させるために「機械的な対応」を取っている
と結論付けました。

降りるときもさっさと降りていってしまう。」とい

ストレス回避のために医者は、患者の名前を言わ

うことでした。運転手と上客の接触は極めて少ない

ず、病名で呼んだり、患者には理解できない専門用

もの、もしくは全くないといっていいものでした。

語をわざと使い、視線を合わせないようにしたり、

パレスチナ人は自分たちの土地を侵略し、占拠し

はたまた、患者から質問を受けたり、いらない会話

続ける敵イスラエル人と話もしたくなければ、イス

をしないようにそっけなく対応するというのです。

ラエル人である運転手などいないかのように振舞い

機械的な対応を、冷淡にこなしていくという方法

たいのでしょう。イスラエル人がいるだけで不愉快

で、クレーマーとの接触の機会を少なくすることで、

になるのですから。

クレーム担当者のストレスを小さくしていくことが

しかし、イスラエル人の運転手の側から言えば、
「乗客との接触が必要ない」ということで、パレス
チナ人はいい乗客なのです。

できるといえます。
このような接触抑制の考え方はスタッフ側に立っ
たものです。反対にお客様の立場になって見ましょ

この事例は、どれだけ、お客様・顧客との接触が

う。接触をしないように、目をあわさず、専門用語

スタッフのストレスになっているかを表す結果だと

ばかり使い、対応は機械的。このようなクレーム担

いえるでしょう。

当者がいたとしたら、どんなに不愉快でしょうか。

スタッフにとっても、できる限りクレームをくだ

確かにストレスは小さくなるかもしれませんが、

さるお客様との接触を減らせたら、どれだけストレ

顧客満足は得られません。できる限り、接触抑制の

スが少なくなることでしょう。また、接触抑制の行

考え方を取り入れないほうが顧客満足にはつながる

動は「責任転嫁」という形でも現れてきます。「そ

でしょう。しかし、クレームからのストレスを少し

れは私の役割ではない」
「私には権限がありません」

でも減らしたいならば、クレーム処理の先々を読ん

ということで、お客様やクレーマーからの接触を断

で、クレーム対応における「リーダーシップ」をとっ

ち切ることができるからです。自分には権限がない

てしまうという方法がいいでしょう。

ことを理由に、上司や他のスタッフにお客・クレー

実はこの「リーダーシップをとる」という方法も

マーとの接触の役割を転嫁してしまうという行動を

接触抑制の一つなのです。クレーム処理のリーダー

とるのです。

シップをとって、お客様の要求の先手先手を取るな

このように、お客様やクレーマーとの接触を抑制
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方なのですが、クレーム対応のケースを考えると、

することでストレスは小さくなっていくという考え

ら、お客様も不満は持たないでしょうし、余計な接
触をしなくてすむ可能性が高いでしょう。
クレームサービスのプロになるために「クレーム
処理のリーダーシップ」をとることで、ストレスを

クレームサービスのスタッフ

13

カウンセリング技法を
クレーム受付の初期段階に応用する

カウンセリングでは、様々なカウンセリング技法
が開発されてきました。カウンセリングは、患者と
の関係を構築していくための様々な知見を与えてく
れるため、クレームサービスにも応用できます。
カウンセリングの重要な点は、傾聴、受容、共感
的理解といわれています。
この要素は、
クレームサー
ビスの第一段階に求められる内容と同じです。お客
様のクレームを聴き、受け入れ、共感していくこと。
これがクレームサービスの初期段階に必要なスタッ
フの態度です。
カウンセリングの技法の代表的なものを 6 つ参
考とします。
（1）傾聴・擬似体験・感情移入
傾聴とは、患者が話す事実を好意的に聴くことで
す。聴くといっても、ただ単に「そうなんだね」と
受け入れるのみではなく、
傾聴した内容を
「自分だっ
たらどうだろうか？」というように「擬似体験」を
想像してみます。疑似体験を通じて、患者へ感情移
入していくことになります。
クレーム対応では、お客様の話す内容を好意的
に聴き、
「自分がお客様の立場だったらどうだろう
か？」と疑似体験し、最終的にはお客様に感情移入
していくことがクレーム受付のファーストコンタク
トでは大切です。
感情移入しなければ、お客様が本当にどのような
解決を望んでいるのかを理解することが難しいで
す。特に、お客様は強い不満やストレスを感じてい
るのですから、言葉をそのまま受け取ることは危険
です。とても強い言葉であなたを責めているとして
も、それはお客様の本心であるとは考えにくいので
す。お客様の多くは怒りをどこに向けていいのか分
からず、とりあえず、担当者のあなたに怒りを向け
ているにすぎないからです。
お客様がどんなに攻撃的になっているとしても、
お客様の立場を尊重し、お客様に感情移入していく
こと、それによってお客様との信頼関係を作ってい
くことがクレーム処理のスムーズな進行に不可欠の
ものになるのです。
この感情移入こそが、
クレーマー
を上客にする基盤となります。
（2）頷き
傾聴・擬似体験・感情移入が大切であるとしても、
これはあくまでスタッフの頭の中で起きていること
で、お客様には伝わりません。そこで、
「私はあな

たの話していることに耳を傾けていますよ。本当に、
あなたの言うとおりですね」ということをお客様に
明確に伝える必要があります。そこで重要なことが
「頷き」です。
頷くことで、お客様に「好意的に聞いている」と
いうことを伝えることができます。お客様がブレス
を置くところを目安にうなずきを入れていくので
す。あまりに頻繁にうなずいては、反対に「馬鹿に
されている」「心から聞いていない」というイメー
ジをお客様に与えてしまうので、適当な間隔が必要
ですし、適切なところで入れる必要があるのです。
さらに、頷きにも強弱があり、お客様の感情が高
まっていそうな場所では強くうなずき、「強い共感・
同意」を表明したりします。軽い頷きはお客様の言
う内容に「同意する」ということを伝えることがで
きます。
「頷き」がうまくお客様に伝われば、これだけで
もお客様の怒りや不満など、攻撃的な態度は大きく
緩和されることでしょう。
（3）オウム返し（くりかえし）
頷きとともに、「オウム返し」も効果的に使うこ
とができます。オウム返しはお客様の話したことを、
スタッフが繰り返して話す技法です。オウム返しす
ることで、お客様はご自身が「どのようなことをいっ
ているのか」「自分は何を言っているのか」を自己
理解してもらうことができるのです。
お客様が感情的になっていて、本当に支離滅裂な
ことをいっているときには、スタッフはお客様の話
している内容をオウム返ししてみましょう。そうす
ることで、お客様は、スタッフの口から、自分の言っ
ていることを聞くことになります。お客様は自分が
話している支離滅裂な内容を客観的に理解すること
でしょう。
オウム返しは、「鏡」の役割を果たすのです。お
客様と同じ発言・行為をすることで、お客様は自分
自身を見ることになるのです。お客様はスタッフを
通じて自己洞察・自己理解をしていくことになりま
す。
（4）言い換え
お客様の話された内容を他の言葉や表現で言い換
えることも重要な技法です。一つの表現は何かとイ
メージを固定化してしまいます。いい意味でも悪い
意味でもです。複数の表現を用いることで、一つの
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ことを多面的に見ることができます。言い換えはこ

そこで、スタッフはお客様の話されている内容を

のように、一つの物事を多面的に見るということを

構造的に理解して、その重要な部分を明確にしてい

お客様に促すことができるのです。

くことが大切です。お客様は何を問題としているの

多面的に一つの物事を見ることができれば、多く

かを明確にまとめるとともに、何を求めているのか

の場合、人は客観的になります。主観とは、通常、

を把握しましょう。この作業はクレームの受付書類

一つの視点に固執することから始まります。「この

を作成する際にも役立ちます。

点ではこうだ」
「あの点ではああなっている」と多
様な見方を理解すれば、人は冷静になり、自らを客
観的に省みることができるようになります。
（5）明確化
感情的になっているお客様は、きっと遠まわし
だったり、
あいまいな発言を繰り返すことでしょう。

（6）要約
感情的になっているお客様が話される内容は、普
通。支離滅裂なものです。しかし、お客様が支離滅
裂なことを話されるのも当たり前なのです。お客様
は、ご自身が感じている不満の内容を客観的に整理
する余裕はないからです。

お客様は、店や会社の製品サービスに不満を持って

支離滅裂な内容を合理的にまとめて、整理してい

いるのは確かですが、それについて明確な問題解決

くことはスタッフの役目なのです。構造的にお客様

の方向性を持っているわけではありません。そもそ

の不満をまとめることで、お客様自身も冷静に「ど

も店や会社がどのような対応をするのかさえ分から

うしたら問題が解決できるか」ということを理解す

ない状態で、
クレームを持ち込んでいるのですから、

るようになります。お客様が冷静になり、問題を客

お客様としても手探りで話しているのです。結果、

観的に把握してくれるようになれば、その後クレー

お客様の話している内容は、あいまいで、論理的で

ム処理・解決はスムーズに進むでしょう。

ありません。

クレームサービス

クレーム対応に
14「特例」を認めるときの対応
マニュアルは万能ではありません。また、お店や会
社が万全を尽くして商品サービスを提供しているとし
ても、人間の関わることですから、間違いはつきもの
です。稀な問題が起きたときには、マニュアルや通常
のクレーム対応のルールにない解決策をお客様に提示
しなければならないでしょう。
クレーム対応は一期一会ですから、二つとして全く
同じケースはありません。お客様の置かれた状況から、

特例にする
理由を説明

通常のクレーム対応の
原則・ルールを説明

今回、どうして
特例・例外として扱う
のかの理由を説明

今後の
方針説明
今後は、同じクレームや
ないようであっても
特例は認めない旨、説明

これはマニュアルに記載されている基準を丁寧に説明
すればいいでしょう。
次に、マニュアルにあるクレーム対応でなく、今回、

通常では認めないような解決策をとらざるを得ない場

なぜ例外の対応をするのか、その理由を説明します。

合があります。

お客様が置かれた状況や不満の程度、不手際から生じ

特例・例外でクレームの解決策をとる場合、お客様

た被害の程度、店や会社側の不手際の程度など、様々

に「あくまで特例・例外の対応」なのだということを

な理由があると思います。このような特例・例外措置

丁寧に説明する必要があります。もし、お客様がその

をとる理由を説明したのちに、店や会社側がこの件に

対応を、通常の対応なのだと勘違いした場合、特例・

ついて、深く反省し、謝罪の意を表します。次いで、
「今

例外の対応を、常にお客様から求められることになり

回は特例・例外の対応をさせていただきます」という

ます。

流れで説明します。

特にお客様が限られたコミュニティに閉じている場

最後に、このような特例・例外の対応は今回限りで

合など、あるお客様には特例を認めたことから、他の

あることを説明します。全く同じ不手際があったとし

お客様の間に不公平感を抱かせる危険性もあります。

ても（二度と起きないように品質管理の改善をすると

そのようなお客様の勘違いを避けるためにも、
「特例・

ともに、マニュアルも改正する）
、二度と同じ対応は

例外であること」
「特例・例外の扱いをする理由」を

しないということを通知しましょう。

説明しなければいけません。基本的には、上図の 3 点
を順に説明します。
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原理原則の
説明

最初に、通常のクレーム対応の原則を説明します。

「今回のような特例・例外は極めて稀であり、今後
は同じ事例であっても特例・例外扱いはしません」

クレームサービス

15 クレーム処理の「外見」と「ことば」
スムーズにクレーム処理が進むか、クレームの

う？

解決が円満に進むかどうかはスタッフとお客様の

コミュニケーションがどのような種類のものかに

ファーストコンタクト、言い換えると、スタッフの

よって、相手が発するメッセージをどこから読み取

「第一印象」で決まるといいました。

るかは異なるのです。人間は一般的に、相手の外見

このときの第一印象とはなんでしょうか？外見で

や表情、仕種、態度、ジェスチュア、声の質量に大

しょうか？男性のお客様にはきれいな女の子が対応

きく影響を受けます。しかし、「クレームを処理し

し、女性のお客様にはイケメンが対応すればいいの

てほしい」「不満を解決してほしい」という目的を

でしょうか？この点について考えましょう。

もったお客様にとって、不満を解消してくれるよう

そもそも、コミュニケーションには、言葉でメッ

な心地よいメッセージ（好意の持てる外見や表情、

セージを伝える「言語的コミュニケーション」と表

仕種、態度、ジェスチュア、声）のみではなく、ちゃ

情や視線、振る舞いや態度などでメッセージを伝え

んと信頼できる、明確な「発言」も重要なのです。

る「非言語的コミュニケーション」という 2 つの

具体的に、クレームをどのように取り扱うのか、謝

種類があります。

罪も明確にことばとして伝えなければ、お客様は納

人間は言語的コミュニケーションと非言語的コ
ミュニケーションをうまく使い分けてコミュニケー
ションをとっています。
アルバート・メラビアンという研究者が発表した
「メラビアンの法則」という有名な理論があります。

得されないでしょう。
心理学でも、「議論・交渉・説明などの場面では、
言語情報のほうが視覚情報・聴覚情報よりも優先さ
れる」とされています。
このことから、いえることは「ただ謝ればいい・

彼は被検者に「ある人の感情を読み取らせる」とい

頭を下げればいい」という対応では、クレームをく

う実験をしました。被験者が判断材料にできる情報

だされたお客様は満足しないということです。具体

は 2 つ、
「写真」と「音声」でした。被験者が写真

的に、明確な謝罪と対応を言葉で伝えることが必要

と音声のどちらをより信頼して判断するかを調査し

なのです。

たのです。

クレーム処理時にお客様に対して、どのような言
葉を発するか、一語一語が重要なのです。なおざり

その結果は
「言語情報（文字）
」7%
「視覚情報（見え方）
」55%
「聴覚情報（聞こえ方）
」38%
でした。これがメラビアンの法則です。

な、あいまいな発言はよくありません。
お客様がどうとでも受け取ることができる、あい
まいな表現は避けましょう。
その点でも、ちゃんとした「クレーマー対応・ク
レーム対応」のマニュアルを用意しておく必要があ
ります。

このことからいえば、人間は圧倒的に「見え方」

「なんとなく謝れば、お客様も許してくれるだろ

の方が重要だということになります。お客様がス

う・・」というあいまいな対応は、お客様の感情を

タッフの対応に好感を持つかどうか、それはスタッ

かえって刺激し、「あの店はクレームをあいまいに

フの外見を含めた見え方にかかっているということ

している」という悪いイメージを伝えてしまいます。

ですね。

クレーム処理・クレーム解決は「議論・交渉・説

しかし、ここで重要なことは、メラビアンの実験

明」というコミュニケーションです。しっかりとし

は「感情を読み取らせる」ときに頼る情報だったと

た言語的コミュニケーションを確立しておくことが

いうことです。コミュニケーションの種類や目的に

大切です。

よって、
頼るべき情報は大きく異なることでしょう。
たとえば、何か商談で契約を詰めるとき、言語情報
（文字）に頼る割合が 7%というのはおかしいでしょ
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攻撃的なクレーマーの態度を
緩和するための方法

感情的なお客様、クレーマーが攻撃的な場合、クレー

的な意見・常識的な判断・共感的な優しさ」などが否

ム処理・クレーム解決に入る前に、まずは攻撃性や感

定された時に生じる「倫理感情や公共心に基づく怒り

情性を緩和することが必要です。攻撃性をどのように

や攻撃性」

緩和したらいいのかを考えてみましょう。 心理学で
は、人間が攻撃性（aggressiveness）を持つようにな
る背景には、
「怒り・恐怖」があるとしています。心
の中に怒りや恐怖があるとき、外面的には他社を攻撃
するというかたちで表現されるのです。

レーション（欲求不満）に基づく怒りや攻撃性」
クレーム対応のケースでは、きっと、
（4）
（6）が該
当するでしょう。
製品サービスを購入した客である自分は、クレーム

お客様が過度に攻撃的になっている場合、お客様の

を強く主張する権利があるという論理です。本来、購

心理は「強い怒りや恐怖」を感じていることが考えら

入した自分は製品サービスに満足するはずなのに、店

れます。お客様が店や会社の製品サービスに対して直

や会社、スタッフの不手際で実現されなかった。
「自

接的に怒りや恐怖を感じているかどうかは、分かりま

分の欲求が阻害されたこと」に対して攻撃性が生じて

せん。しかし、お客様が何かしらの怒りや恐怖を心に

いるのです。

抱いていて、それがお店や会社へのクレームとして攻
撃するという行動に出ているのです。
一般的に、人間の攻撃性の究極的な目的は「他者否
定」です。
「自分以外の人を否定する」ということで

さらに、お客様が抱いていた「自分がこうしたい・
ああしたい」という欲求を満たせなかったことによる
攻撃性かもしれません。
このような攻撃性をどのように解消するべきかとい

すね。つまり、攻撃性は「自己防衛（プライド保護）
」

えば、スタッフとお客様の間で信頼感や肯定感を作り

なのです。クレームを持ち込まれたお客様の場合、店

上げていくことで、
「友人」になることです。お客様

や会社、スタッフを否定することが目的になります。

は権利や欲求が阻害されたことに対して攻撃性を発揮

そもそも、自己防衛やプライド保護が必要だという

しているのですから、そのようなフラストレーション

ことは、
「攻撃されている」
「プライドが傷つけられて

状態を理解し、ともに解決していく友達なのだと理解

いる」という認識があることになります。何らかの満

してもらえば、お客様は攻撃する必要がなくなるので

たされない欲求不満（フラストレーション）があると

す。

いうことです。クレーム対応の場合では、製品サービ
スに対する「不満」があたるでしょう。
心理学者のダラード（J.Dollard）は、
「フラストレー

今日、悪質クレーマーが増えたといわれていますが、
それは社会と個人の関係の変化があるといえるでしょ
う。
「誰からも自分の価値や魅力を認めてもらえない」

ション－攻撃仮説（欲求不満－攻撃仮説）
」を発表し

という不満を持つ人が増えています。誰もがフラスト

ました。人間は「他者・自己・社会に対する欲求」が

レーションを溜めやすい状況にあるといっていいで

満たされないとき、自尊心が傷ついて攻撃的になると

しょう。

主張しました。心理学では攻撃性を生む代表的な状況
を以下の 6 つにまとめています。
（1）外部から「身体的な危害・損傷・攻撃」を受けた
時に生じる「自己防衛的な怒りや攻撃性」
（2）外部から「精神的な侮辱・差別・名誉毀損（誹
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（6）自分の欲求が満たされない時に生じる「フラスト

「社会から疎外されている」というフラストレーショ
ンが攻撃性となって、店や会社、スタッフに向かって
いるのです。もしかしたら、製品サービスに対する不
満は単なる「スイッチ」にすぎないのかもしれません
し、もしかしたら「製品サービスに対する不満」もな

謗中傷）
」を受けた時に生じる「自尊心（自己の尊厳）

いのかもしれません。クレームという攻撃性を発揮で

に基づく怒りや攻撃性」

きるきっかけを手に入れただけなのかもしれません。

（3）大切な「家族・友人・知人」が傷つけられたり殺

こういう社会的状況でクレーム対応をする場合、お

されたりした時に生じる「共感性と復讐心に基づく怒

客様の話される内容をよく聴き、お客様がどのような

りや攻撃性」

フラストレーションを感じているのかをよく理解して

（4）自分が所有権を主張できる「財産・金銭・債権」

いくことが大切になります。マニュアル通りに処理す

が奪われたり盗まれたりした時に生じる「財産保護的

ればいいという簡単な事例ばかりではなく、お客様ご

な怒りや攻撃性」

とに柔軟な対応が必要になる事例が今後さらに増える

（5）社会的な不正義が罰せられずにいるとき、
「倫理

ことになるでしょう。

クレームサービス

17 電子メールでのクレーム対応
インターネットが広く普及し、生活の中で重要な

うになります。

ものになりました。クレームや苦情もメール（ケー

すべてのクレームメールに対応しないことで、返

タイメール、PC メール、サイトのフォームなども

信がもらえなかったお客様は「無視された！！」と

含め）で寄せられることが増えました。かつては電

さらに立腹することになりますし、二度とお店や

話がクレームのメインメディアでした。しかし、今

サービスを利用することはないでしょう。

後はメールが主なクレームのメディアになるでしょ
う。

クレームメール受付の窓口を設けたのであれば、
必ず、すべてのメールに対応すること、さらに、対

そこで、寄せられたクレームメールにどのように

応できる資源（リソース）を用意しましょう。

対応したらよいのかを学ぶ必要があるでしょう。特

基本 3

に、メールは文字のみのコミュニケーションですか

インターネットはコミュニケーションが一方通行に

ら、誤解や曲解が起きやすいものです。ちょっとし

なる可能性があります。もし、メールを返信しても、

た表現がクレーム対応を複雑化させてしまう危険が

何の応答がないこともあるでしょう。よいクレーム

あります。

対応を目指すためには、あまり好ましい幕引きでは

さらに、インターネットの特徴でもありますが、

マルチメディア

ありません。そこで、いくつかのメディアでクレー

ちょっとしたきっかけで掲示板などを通じて悪評が

ム対応することを原則としましょう。メールのみで

広まったり、ありもしない悪口が生じたりしてしま

はなく、電話や郵送、面会・来店など、あらゆるメディ

います。このような風評被害は、経営に大きな損害

アでクレームを寄せていただいたお客様とコミュニ

を与えることも珍しくありません。

ケーションします。そうすることで、お客様の意図

クレームメールに対する応対を間違うと、お店や

や意見がよく理解できるようになります。さらに、

会社を大きな危機の中に陥れてしまうため、基本を

お店や会社が誠心誠意対応しているという印象を与

押さえ、細かな点にも注意を払いましょう。

えることができます。

基本 1

レスポンスを迅速に

インターネットは時空間を超えるメディアです。

また、
「様々な窓口（メディア）を用意して、クレー
ム対応しています」という姿勢をサイトや店頭、チ

時間は関係ありませんし、地理的な制約もありませ

ラシなどに記載しておけば、不特定多数の人に「誠

ん。
その分、
クレーム対応スタッフにも迅速なクレー

心誠意のクレーム対応をする、信用できるお店、会

ムのメール対応が求められるのです。

社」だと伝えることができます。

基本 2

基本 4

もれなく対応

クレームメールの特徴の一つは、大量に寄せられ

鏡を用意

ここでいう「鏡」とは、実際の鏡ではありません。

ることです。スタッフに面と向かって、もしくは電

お客様がくださったクレームメールの文面は、必ず

話でクレームを伝えるのは、お客様に大きな精神的

返信メールの最後に「引用」としてつけるというこ

負担にありますが、メールではかなり気軽にクレー

とです。

ムをくださいます。そのため、
いままでにないほど、
多くのクレームが寄せられることになります。
そのため、スタッフのリソースが足りず、すべて

お客様は感情にまかせてクレームメールを出した
かもしれません。返信に自分が書いたメールの文面
が付いていれば、実際に自分がどんなメールを出し

のクレームメールに返信できないという状況がある

たのか、ちょっと冷静になってみることができます。

かもしれません。しかし、この「一部に返信する」

これが「鏡」なのです。

という対応は最悪のクレームメール対応だといえる
でしょう。

もし、感情的になってメールをくださったお客様
は、反省して、言い過ぎたと感じるかもしれません。

また、クレーム内容が要領を得ないものであって

そうでないとしても、クレームの内容を客観的に考

も、
「いたずらだな」などと勝手な判断はせず、す

えられるスイッチになります。お客様の文面を最後

べてのクレームメールに対応しましょう。

に引用して返信することは、工夫や小技のようなも

どんなに要領を得ないメールをくださったとして
も、
お客様は皆大切な方です。
ちゃんとコミュニケー
ションすることで、クレームの内容を理解できるよ

のに見えるかもしれませんが、実はクレームメール
対応の大原則であるといえます。
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