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                   要約 

企業の消費者対応部門において、苦情対応に際して担当者が行うコミュニケーション方

法は、①関係を構築する、②好印象を与える、③粘り強く努力する、④誠実な態度をとる、

⑤客観的・専門的に対応する、⑥解決策を模索する、⑦解決策に到達する、の 7 種類に分

けられる。各コミュニケーション方法について、円満に解決できた場合とそうでない場合

とを対比してみると、消費者の反応を確かめながら辛抱強くやり取りを重ねていくことが

円満な解決に導くために有効な方法であることが確認できる。 

一方、同じような対応でありながら異なる結果となることもあり、消費者と意見をすり

合わせる過程のなかに何らかの分かれ目が存在することが示唆される。苦情対応を行う担

当者は、理不尽な要求をつきつけられたような場合でも冷静さを失うことなく真摯で迅速

な対応を心がけ、消費者の心情を汲み取りながら合意点を見出す努力をしなければならな

い。担当者の対応能力を高め、消費者の満足をもたらすためにも、苦情対応に関するさら

なる研究が必要である。 
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１．はじめに 

企業の消費者対応部門では、消費者からのさまざまな問い合わせに対応している。その

なかには商品やサービスに対する不満、つまり苦情も含まれており、その数が増加傾向に

あると考えている企業が多い（消費者関連専門家会議・ACAP研究所, 2008）。問合せ・苦

情の内容は複雑さを増し、食品偽装問題などの企業不祥事を背景として、解決に困難を要

する事態が発生している。そのため、企業においては消費者対応部門の要員が持つ対応能

力を向上させることが急務であると考えられる。 



そこで、NACS東日本支部の自主研究会「消費者対応研究会」のメンバーに対して実施

した調査の結果を分析し、どのようなコミュニケーションが苦情対応を円満な解決に導く

のか（ポジティブ効果）、困難な状況に追い込むのか（ネガティブ効果）について考察する

ことによって、苦情対応において有効なコミュニケーション方法とはどのようなものかを

探りたい。 

 

２．調査概要、調査協力者の属性 

NACS消費者対応研究会は企業の消費者対応部門の現役担当者、および経験者を中心と

する自主研究会である。この研究会のメンバー24 名に対して、2010 年 6 月～7 月に「苦

情対応における顧客対応担当者のコミュニケーションについての調査」を実施した。 

調査協力者 24名の属性は、男性が 13名（54.2％）、女性が 11 名（45.8％）でほぼ半々

であり、年齢は 30 代が 4 名（16.7％）、40 代が 8 名（33.3％）、50 代が 11 名（45.8％）、

60代以上が 1 名（4.2％）、職位・雇用形態では正社員（一般職）が 11名（45.8％）、契約

社員等が 5 名（21.8％）、管理職が 8 名（33.3％）となっている。また、顧客対応担当と

しての経験年数は 3 年以上 10 年未満が 13 名（54.2％）ともっとも多く、比較的豊富な経

験をもつ者が多いことが窺われる（図１参照）。所属する企業の業種は食品、化学・石油な

ど多岐にわたり、医療機関、放送関係の企業で顧客対応業務に携わるメンバーもいる（図

２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．苦情対応を円満な解決に導く対応、困難な状況に追い込む対応 

調査協力者に対して、過去 3 ヶ月間に経験した苦情対応の中で、「うまく対応が出来た

もの」と「うまく対応出来なかったもの」それぞれの対応経緯と、「うまく対応ができた理

由」、「うまく対応ができなかった理由」について、自由記述形式で回答を求めた。回答内

容を①関係を構築する、②好印象を与える、③粘り強く努力する、④誠実な態度をとる、

⑤客観的・専門的に対応する、⑥解決策を模索する、⑦解決策に到達する、の七つに分類

し、それぞれを詳しく検討した。なお、表中の文章は、調査協力者の自由記述からポイン

トとなるコミュニケーションをできるだけそのままの表現で抜き出したものである。ポジ

ティブ効果のコミュニケーションは「うまく対応が出来たもの」、「うまく対応ができた理
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由」から、ネガティブ効果のコミュニケーションは「うまく対応出来なかったもの」、「う

まく対応ができなかった理由」から抽出した。 

 

① 関係を構築する 

ａ．ポジティブ効果のコミュニケーション 

お客様の事情を伺う 一通り話していただく 不満の感情が収まるまで話を聴く 

丁寧に話を聞く 相手の話を遮らないで聴く お客様の苦言を拝聴する 

お怒りの感情を十分に拝聴、傾聴する いつから、どのような状態になったか

を出来るだけ詳しく話していただく 

要望を聴きだす 

相手の言葉を繰り返し、きちんと理解

していることを示す 

相槌をうちながらなるべく長く話し

ていただく 

憤懣をすべて吐き出していただく 

運用について一旦念頭から消して拝

聴に徹する 

最初から非売品のため購入できない

という結論は伝えない 

否定しない 

情報の足りない部分について質問す

る 

「何か御入用なことがおありでした

でしょうか」というより一歩進んだ質

問をする 

現状を確認する（三現主義の徹底） 

どうしてもらいたいかの要望内容を

確認する 

お客様が考える問題点を過不足なく

把握する 

苦情に発展する全体の流れと登場人

物を把握する 

お客様の要求を明確化する お客様の気持ちを要約する 全体の状況について要約する 

問題点を整理して説明する お客様から伺ったことについて、流れ

を整理する 

復唱しながら整理して確認する 

 

 ｂ．ネガティブ効果のコミュニケーション 

傾聴に限界を感じる お客様の話を聴かず、説明に終始する 相手が再度主張したことに対して、受

け止めずに企業側の説明を繰り返す 

対応初期に誤使用ではないかと返答

する 

お客様の行為を否定する 相手の状況を確認するための質問を

しない 

確認を省略する 

 

話を聴く、言葉を繰り返す、相槌をうつ、質問する、明確化する、要約するなど、傾聴

に関するコミュニケーション方法を「関係を構築する」に分類した。円満に解決できたケ

ースでは、不満に対し否定せず話を伺う、運用について一旦念頭から消して拝聴に徹する

といった対応が有効だった一方、困難な状況に追い込まれたケースでは、お客様の行為を

否定したり、主張したことを受け止めずに企業側の説明を繰り返したりするような対応が

見られる。まずは、消費者の話を否定せずに受け止め、不満や怒りの感情を吐き出してい

ただくことで関係を構築することが重要である。 

 

② 好印象を与える 

ａ．ポジティブ効果のコミュニケーション 

お困りの状況に対して共感する 相槌や共感の言葉をかける 「そうだったんですね」といった共感

の言葉をはさむ 

楽しみにしていたのに残念であった

というお客様の心情を汲み取ろうと

する 

不安を和らげようとする お客様の気持ちを汲む 

お客様の懐に飛び込むように親身に

なる 

ご不快な思いをされたことに対して

お詫びする 

お客様の気持ちに添えなかった当社

の対応に対してお詫びする 

当社の不手際をまずお詫びする お詫びできる点については真摯にお

詫びする 

事務的でない「あたたかさ」をもって

接する 

失礼のないように丁寧な言葉遣いを

心がける 

感じよい挨拶を心がける こちらも心苦しいという口調で伝え

る 



お申し出いただいことに対するお礼

を述べる 

当社製品をご利用いただいたことに

対して感謝する 

ご協力いただいたことにお礼を申し

上げる 

 

ｂ．ネガティブ効果のコミュニケーション 

お客様の心情を理解しようとする発

言が少ない 

説明が不十分と感じられたことをお

詫びする 

「うちは悪くない」というニュアンス

で受け取られる 

言い方がきつい 応対が悪く、感じが悪い 高飛車な態度 

よくある質問で、何でもないことだと

受け止める 

 

共感する、気持ちを理解する、お詫びする、丁寧な言葉を遣う、感謝するなどのコミュ

ニケーション方法を「好印象を与える」に分類した。困難な状況に追い込まれたケースで

は、応対が悪く、感じが悪い対応はもちろんのこと、「よくある質問でなんでもない」と受

け止めるような対応が、消費者からは良い印象をもたれないことが分かる。消費者は、何

かしらの不愉快な経験をしたからこそ、わざわざ自分の貴重な時間をつかって消費者対応

部門に問い合わせをする。消費者にとって「なんでもない」わけはない。そのような消費

者の心情を理解し、お詫び、お礼の言葉を心をこめて伝えなければならない。 

 

③ 粘り強く努力する 

ａ．ポジティブ効果のコミュニケーション 

お客様の要望に添えるようできるだ

け努力すると約束する 

ご理解いただく努力をする 相手への連絡を複数回行う 

相手につながるまで粘り強く何度も

連絡する 

状況の変化について、その都度相手に

知らせる（期限までに回答ができなく

なった等） 

何度か留守番電話に氏名と要件を残

す 

根気よく説明を続ける 丁寧に粘り強く説明する 

 

ｂ．ネガティブ効果のコミュニケーション 

お客様への状況連絡を怠る 相手の剣幕や理不尽な要求に冷静に

対応できなくなる 

お客様に自社商品・サービスを非難さ

れ、冷静さを失う 

 

 努力する、粘り強く連絡する、根気よく説明するなどの対応を「粘り強く努力する」に

分類した。困難な状況に追い込まれたケースでは、相手の剣幕や理不尽な要求に冷静に対

応できなくなり、粘り強い対応ができなくなってしまう様子が見てとれる。消費者対応部

門の担当者は、どのような場合でも、消費者にご理解いただく努力をし続ける必要がある。 

 

④ 誠実な態度をとる 

ａ．ポジティブ効果のコミュニケーション 

問題解決に対して真摯に対応する 迅速な対応 調査結果が出た時点で約束した時間

帯に連絡 

相手の都合の良い日時を確認する 相手の希望通りの時間に連絡する お客様のご都合を伺う 

こちらから電話をいれることを約束

する 

追加の質問に答える プラスアルファの情報をお伝えする 

申し出に対してきちんと対応してい

ることを知らせる 

心情は分かるので誠意をもって丁寧

に説明する 

あえて申し出たという自尊心を大切

にする 

クレーマーでなく、善意で会社に連絡

したという気持ちを受け止める 

「クレーマー」など決めつけない 相手のプライドを尊重する 



途中から、大切なことを私がお客様に

教えていただいていることに気づく 

当社に深く信頼を寄せていただいて

いたことに、あらためて気づかされる 

お客様以外の利害関係者の存在に配

慮する 

父親として娘に威厳を示したいとい

う思いを感じる 

お客様の負担を軽減する お客様にこれ以上の経済的、精神的ス

トレスをかけないようにする 

 

ｂ．ネガティブ効果のコミュニケーション 

まるでお役所仕事のようである 受け答えが事務的な印象を与える お客様の気持ちとは別の行動をした

ことでお客様との関係が悪化する 

最初の感触で対応が甘くなる クレーマー扱いされたとお客様が感

じる 

相手が嘘をついている、誤った事実を

伝えていると考える 

 

 迅速に対応する、顧客の都合に合わせる、約束を守る、顧客を尊重するなどの対応を「誠

実に対応する」に分類した。どのような苦情であっても消費者をクレーマー扱いせず、善

意で会社に連絡してくれたという気持ちで受け止めるようにしなければ、必死の思いで問

い合わせてきた消費者に真正面から向き合うことはできない。迅速に調査結果を報告した

り、消費者の都合に合わせて連絡をとったりするような対応が、消費者に対する誠実さを

あらわすことになる。 

 

⑤ 客観的・専門的に対応する 

ａ．ポジティブ効果のコミュニケーション 

客観的な事実を伝える 販売上の規則を第三者の見解をまじ

えて説明する 

客観的データに基づいて説明する 

事実を伝え、相手の誤解を解こうとす

る 

事実を説明することで、お客様の勘違

いの可能性をご理解いただく 

回答書を写真解析を添付して送付す

る 

調査結果を報告する 会社としての見解を伝える こちらの対応の背景を了解していた

だく 

お客様が知り得ない状況も含めて説

明する 

わかりやすい表現に変える 説明の分かりやすさのレベルを確認

する 

お客様の反応を見ながら、どのような

使い方をされているかを確認する 

年齢に応じてゆっくりと話す ポイントと注意点を復唱する 

技術について詳しく説明する 製品知識 製品以外の知識 

自社商品・サービスの知識、経験 普段より丁寧に担当者名を名乗る 自分が責任を持って対応させていた

だくことを表明する 

困ったら、また私にご連絡をください

と言う 

責任者が訪問し、誠心誠意お詫びをす

る 

自分の名前を伝える 

自分の氏名・役職を名乗る 自分の発言は社長の発言と同じであ

ると言う 

自分がやると言ったことは必ずやる

と言う。 

会社規程を毅然と説明する 怒られるのを怖れない 自社商品の素晴らしさを熱意をもっ

て伝える 

原因を究明しようとする姿勢 原因を社内調査する 調査を踏まえ原因を特定し説明する 

品質管理室で調査する 行き違い、誤認識した原因を解明する 

 

ｂ．ネガティブ効果のコミュニケーション 

企業とお客様の事実認識が異なる はっきり説明ができない 使い方として記載されていることを

説明する 

体制変更する背景、理由、メリット、

デメリットについて説明する 

いろいろな状況のお客様がいること

に配慮できない 

専門用語をつかって煙に巻こうとす

る 

お客様の受け取り方を考慮しない 不親切な対応だと受け取られる 自分の思い込みで対応してしまう 

何故できないかの説明に終始する 対応者がルール策定の根本的な意味

合いを理解していない 

企業の考える正しい使い方を主張す

る 

会社のルールとなっていることを再

度説明する 

会社の基本ルールを振りかざし過ぎ

る 

現在の方法を変えることはできない

ため、関係部署に伝えると返答する 



責任逃れだと受け取られる 会社方針に自分自身が納得していな

い 

お客様の状況を確かめず、原因につい

てすぐ説明を始める 

 

 事実を伝える、わかりやすく説明する、責任感をもって対応する、原因を究明するなど

の対応を「客観的・専門的に対応する」に分類した。同じように会社規程・ルールを説明

する場合でも、それが円満な解決に結びつくこともあれば、困難な状況に追い込まれるこ

ともあるのは興味深い。 

これは、関係が構築できた段階で客観的事実を提示するのか、相手の受け止め方を考慮

した伝え方をしているかといったことに関係していると考えられる。企業の担当者にとっ

て専門用語で説明することは当たり前でも、消費者がその専門用語を理解できるとは限ら

ない。分かりやすく表現したり、相手の反応を確認しながら説明方法を変えたり、受け止

め方を考慮しながら伝える努力をしなければ、消費者は拒否反応を示してしまう。 

また、会社のルールとなっていることについて正確な知識の裏付けに基づき毅然と説明

できるのか、あるいは根本的な意味合いを理解しないまま、単にルールを説明するだけに

とどまるのかでは、消費者に対する説得力が異なる。本来の役職にかかわらず、自らが責

任者として対応ができるだけの知識と信念があってこそ、消費者からの指摘に対して真正

面から向き合うことができるのである。 

 

⑥ 解決策を模索する 

ａ．ポジティブ効果のコミュニケーション 

要求が実現不可能な場合、どのような

方法が他にあるかを一緒に考えたい

と伝える 

こちらから働きかけるのでなく、お客

様の自発的な行動を促す 

お客様が現状を自分で理解すること

をサポートする 

原因究明のためにご協力いただきた

いとお願いする 

機械的・事務的に扱わずに、解決策を

探ろうとする 

実現不可能な要求に対して、他の方法

でご理解いただける方法があるかを

伺う 

要望の中で可能な部分については出

来る限り応じる 

お客様の要望のなかで対応できる部

分と対応できない部分を分ける 

こちらが出来ることを伝える 

要求に対して対応可能な範囲で提案

を実施する 

第一対応者からエスカレーションす

る 

これまでの担当者とは違うという印

象を持っていただく（人を代える） 

一次対応者の不行き届きをお詫びす

る 

同じ担当者が粘ってもこじれるだけ

と判断して、すぐにエスカレーション

する 

感情的な話に終始する時は、お客様の

関係者に代わっていただく 

当社の見解を伝え、検討をお願いする 検討後に折り返し電話する 社内に確認するための時間をいただ

く 

いったんお客様の意志をお預かりす

る 

時間をおいて、怒りを鎮める 即答できない場合は検討後の再連絡

を提案する 

社内の関係者を集めて対応方針の検

討を行う 

社内関係者の意識を揃える 内外関係者と迅速に対応方針を決定

する 

対応方針と窓口の一元化を決定する お客様の要求に応えられない可能性

があることをあらかじめ伝える 

調査予定を報告する 

お客様がイメージしやすいように、対

処の流れを詳しく説明する 

聴きだした情報から推測できること

を説明する 

お客様の落ち度であると思わせない

ように、原因について説明する 

こちらの提案を打診する お客様の取り得る行動を提示する 基準の説明をしたあとで、代替案を提

案する 

お客様が考える方法と別の視点から

問題解決を提案する 

要求にそのまま応じるのでなく、気持

ちを治めていただくための別の方法

を探る 

できるだけお互いの意志を尊重した

提案をする 

お客様の要望とこちらの対応の擦り

合わせを行う 

解決策を助言する 解決の方法について、複数提案する 



申し出に対してどのように対応する

かを説明してお客様の了解を得る 

ある条件を満たせば示談に応じても

よいと考えている感触を得る 

 

ｂ．ネガティブ効果のコミュニケーション 

最初からガードを堅くする 社内ルール通りに対応する 何度も同様の状況が発生し、お客様の

信頼をリカバーする機会を失う 

すぐにスーパーバイザーに相談しな

い 

逆上した相手に対して、もう一度話を

伺う状態に戻せない 

手紙、メールでの問い合わせに対し

て、最終的な見解まで回答する 

お客様に詰め寄られ返答できなくな

る 

お客様の期待に現実的に応えられな

い 

企業の説明とお客様の主張の平行線

が続く 

誤解・誤使用が疑われるケースで、先

に企業側の見解を話してしまう 

誤使用をしたのではないかというニ

ュアンスがお客様に伝わる 

お客様が引くに引けない状況に追い

込む 

お客様の商品への理解度や期待度が、

メーカーが考えているものと異なる 

要求が実現不可能なものであり、代替

案の提案が難しい 

お客様が納得する和解案が出せない 

お客様と考え方の違いが感じられる 

 

 顧客を巻き込む、柔軟に接する、担当者を交代する、検討・協議する、提案する、すり

合わせるなどの対応を「解決策を模索する」に分類した。最初からガードを固くして社内

ルール通りにしか対応しないような対応よりも、受け入れられるところは譲歩する姿勢を

見せ、意見をすり合わせていくことが円満な解決に結びつく。即答できない場合には検討

後の再連絡を提案し、社内の関係者を集めて対応方針の検討を行う。要望のなかで対応で

きる部分とできない部分を分け、対応できる部分についてはできる限り対応する。 

ケースによっては、企業の説明と消費者の主張の平行線が続くこともある。さまざまな

理由によって、消費者の期待に現実的に応えられないような場合ももちろんある。そのよ

うな場合でも、たとえば要求にそのまま応じるのでなく、気持ちを治めていただくための

別の方法を探ったり、人を替える・時や場所を替えるといった方法をとったりして、双方

の意見をすり合わせるために努力し続けなければならない。相手が引くに引けない状況に

追い込んだり、相手の非を指摘したりするようなニュアンスが伝わると、せっかく構築し

かけた関係が崩れてしまう。意見のすり合わせは、あくまで慎重に進めなければならない。 

 

⑦ 解決策に到達する 

ａ．ポジティブ効果のコミュニケーション 

お客様と現実的なレベルで合意する お客様と合意し、約束を実行する 交換商品が届いたかどうか確認の連

絡をする 

代替品の使用状況や感想について話

を聴く 

合意・約束の実行した内容をお客様に

確認・評価していただく 

再度電話し、設定が完了したことを確

認する 

回答書と一緒に交換品を送る 交換に応じていただいたことに対す

るお礼を述べる 

万が一今後問題が発生したら、再度ご

連絡をいただきたいと伝える 

お客様の不安・不信を取り除くために

書面で同様の内容を送付する 

きちんと指導すると伝える 今後はもっとご期待に添えるよう努

めますと伝える 

改良を続けていくと約束する 販売店の教育不足をお詫びする 会社にも非があったかもしれないこ

とをお詫びする 

 

 

ｂ．ネガティブ効果のコミュニケーション 

対応できないことを説明する 「ご意見は社内にフィードバックさ

せていただきます」と言う 



 

 合意する、履行を確認する、経済的補償をするなどの対応を「解決策に到達する」に分

類した。合意に達したあとも、交換商品が届いたかどうか確認の連絡をする、代替品の使

用状況や感想について話を聞くといったフォローをすることで、再度利用したいという気

持ちになっていただけるように努力する。たとえ合意に達することができなかった場合で

も「ご意見は社内にフィードバックさせていただきます」と伝え、消費者の気持ちに報い

るために努力する姿勢を示すことが大切である。 

 苦情対応の最終的な目的は、苦情を解決し、消費者に満足していただくことだけでなく、

苦情のなかに存在する商品・サービス改善のためのアイディアを汲み取り、それを実現す

ることであり、失われた企業に対する信頼を回復し、消費者に再度利用していただくこと

である。そのためにも、解決策に到達するだけでなく、到達してからも努力し続ける姿勢

を示すことが消費者に対する真摯な対応といえる。 

 

４．まとめ 

 苦情対応において、どのようなコミュニケーションが行われているかを、7 種類のコミ

ュニケーション方法ごとに見てきた。円満に解決できた場合とそうでない場合とを対比し

てみると、消費者の反応を確かめながら辛抱強くやり取りを重ねていくことが有効な方法

であることが確認できる。しかし、一方では、同じような対応をしても異なる結果に終わ

っている場合があることに気づく。消費者と意見のすり合わせを行うなかで、何らかの一

致点を見つけ、それを足がかりにしてお互いが歩み寄ろうとするのか、あるいは、企業、

消費者のどちらかが歩み寄りを拒否し、平行線をたどることになるのか、すり合わせの過

程のなかに分かれ目があることが感じられる。商品・サービスの特性、消費者の特性など、

異なる結果をもたらすいくつかの原因が考えられるが、この調査結果からだけでは、確実

な原因をつきとめることは難しい。 

少なくともこの調査から言えるのは、担当者自らが傾聴に限界を感じたり、誠実さに欠

けた対応をとったりするならば、確実に苦情対応は困難な状況に陥り、円満な解決に至る

ことはできなくなるということである。苦情対応を行う担当者は、理不尽な要求をつきつ

けられたような場合でも冷静さを失うことなく真摯で迅速な対応を心がけ、社内協議によ

って組織的に対応し、消費者の心情を汲み取りながら合意点を見出す努力をしなければな

らない。企業と消費者が理解を深め、建設的に意見を交換できる関係性をつくるためにも、

商品・サービスの特性、消費者の特性を考慮した苦情対応研究を継続していく必要がある。 

 

<付記> 

調査にご協力いただいた NACS東日本支部自主研究会・消費者対応研究会のメンバーに、

この場を借りて感謝したい。 
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