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カスタマーサービス測定基準を確認すれば、高い顧客満足度を達
成し、それを維持するというカスタマーサービスにおける最優先任
務をどの程度果たせているかを追跡できます。 

この任務を果たすには、オペレーションとカスタマーエクスペリエン
スを把握するためのデータが必要となります。幸い、最近ではこうし
たデータが豊富に手に入ります。 

このデータを測定するための測定基準はすべて価値あるものです
が、成功を効果的に測定し、ビジネス上の意思決定をスマートに行
うにはどの測定基準を使えばよいのでしょうか？顧客満足度を確保
するうえで重要な測定基準はどれでしょうか？こうした疑問にお答
えするためにこのガイドを作成しました。 

このように考えてみましょう。特定の目的地を目指して旅を始める
場合、その目的地に応じて一番楽しめるよう（そして途中で道に迷わ
ないよう）旅程を組むはずです。高い満足度を達成し、それを維持す
る。それはつまり、実際に重要なカスタマーサービス測定基準はど
れなのか、それらの測定基準を効果的に活用するにはどうすべきか
をよく見て判断していくということです。

それはどこか新しい場所を目指す旅と似ています。どんな場所か予
想はできても、その途上で予想外の出来事が起こる可能性がありま
す。進路を把握し、前を見続けていれば最終的な目標の達成は可能
です。

測定基準を確認すれば、高い顧客
満足度を達成し、それを維持する
というカスタマーサービスにおける
最優先任務をどの程度果たせてい
るかを追跡できます
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顧客関係管理測定基準01

私たちが最優先する目標は顧客を満足させることです（それにより良好な
顧客関係が生まれます）。まず顧客満足度を測定する測定基準を確認
しましょう。しかし、顧客を満足させるにはどうすればよいのでしょう。答え
は簡単です。顧客は何も問題が起こらないことを望んでいます。何か問題
が起きる、製品やサービスを使用するうえで助けが必要となるなどして、サ
ポートに問い合わせる時間を取られたくはないと顧客は考えています。 

『Effortless Experience』の著者が示しているように、顧客は簡単、迅速
かつ負担の少ないサポートエクスペリエンスを求めています。 

目標の達成度を測定するには、以下の領域についての短期的および長期
的な顧客満足度を確認します。

• サポート対応に関する満足度スコアを確認する。

• 問い合わせをする顧客にかかる負担を測定する。

• 自社に関する顧客の全般的な満足度についてアンケート調査す
る。 

このセクションでは、次の顧客関係管理測定基準について説明します。

• 顧客満足度アンケート (CSAT)

• 顧客努力測定基準 (CES)

• ネットプロモータースコア (NPS)

• ソーシャルメディアと離脱に関する測定基準

https://www.challengerinc.com/service.html
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毎回の顧客対応で、受けたサポートに対する顧客の満足度を測定する
ことをお勧めします。満足度を調査するには、顧客の問題が解決した
後に顧客満足度アンケート (CSAT) という簡単なアンケートを送信し
ます。

Zendesk では非常にシンプルで効果的な方法を取っており、対応が良
かったか、悪かったかだけを評価してもらっています。 

この方法であれば、顧客に負担をかけずにフィードバックを提供しても
らえます。また、任意でコメントも提供いただけるようにしています。

こうした満足度評価を収集できたら、そのデータを使用してさまざまな
ことができます。実際、この測定基準はいろいろな角度から見ることが
できます。たとえば、次のような情報を追跡することができます。

• 1 人の顧客による CSAT 評価の推移

• 顧客タイプ別の CSAT 評価

• チャネル別の CSAT 評価

• 製品やサービス別の CSAT 評価

• エージェントやチームの平均 CSAT 評価

このようにして CSAT の結果を追跡することで、顧客満足度に影響し
ている可能性のある傾向を見つけることができます。最近新しいチャネ
ルを立ち上げたばかりなら、そのチャネルの CSAT を追跡して顧客が
どのように反応しているかを確認しましょう。

 個々の満足度評価は、その顧客の問題を解決したエージェントに関連
付けられているため、エージェントの主要業績評価測定基準にもなり
ます。エージェントそれぞれに全体の CSAT スコアを知らせるため、
これらの評価は平均化されています。

CSAT 評価は非常に重要な測定基準なので、エージェントやチームで
目標を設定して、現状と比較しながらパフォーマンスを追跡するとよい
でしょう。

エージェントやチームによる CSAT 評価の利用については、エージェ
ントの満足度とパフォーマンスの測定のセクションで詳しく説明します。 

顧客満足度アンケート 
(CSAT)

今回のサポート対応の評価をお願いします。

良い、満足している

悪い、満足していない

チャネル別の平均顧客満足度の推移の例 (サンプルデータ)

80

100

4月2～8日 4月9～15日 4月16～22日 4月23～29日 4月30日～5月6日 5月7～13日

Chat CSAT Voice CSAT ソーシャルメディア CSAT

顧客満足度
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CEB (『Effortless Experience』著者の所属組織) など、
一部のカスタマーサービス業界の専門家によると、問題
解決までにかかった負担について顧客に尋ねることで、
CSAT アンケートよりも正確に顧客ロイヤルティを予測
できるとされています。顧客努力測定基準 (CES) という、
顧客の負担を測定するアンケートはそのために開発され
ました。
 
CSAT と同様、CES は顧客対応により問題を解決した
後に送信します。
 
通常、CES を使用している企業は CSAT に代わるもの
としてこのアンケートを利用しています。CSAT で収集
できる有用なフィードバックはもうすべて入手できたと判
断した後に CES に移行する企業もあります。

CES、CSAT のいずれを使用する場合も、要点は明ら
かです。顧客の負担軽減に重点を置くことは最優先すべ
き目標であり、それが顧客の利便性と全体的な顧客満足
度の向上につながるということです。

顧客努力測定基準 
(CES)

CES アンケートの例

次の意見にどれくらい賛成、あるいは反対しますか:

この会社のおかげで問題解決が容易だった：

まったくそう思わない
そう思わない
あまりそう思わない
どちらでもない
ややそう思う
あてはまる
非常にそう思う
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ネットプロモータースコ
ア (NPS)

1 回のサポート対応だけでなく、より幅広く顧客関係の状態を把握し
たい場合は、ネットプロモータースコア (NPS) を使用します。NPS ア
ンケートを行うと、その顧客が戻ってくるか、長く利用してくれるか、
他の顧客にこのブランドを勧めてくれる可能性があるかを把握できま
す。

提供したサポートの対応内容を評価する SAT や CES とは異なり、
NPS はその企業での体験を長期的な視点で評価します。 

ネットプロモータースコアの調査では、その企業を他の人にも勧める可
能性があるかを尋ねます。 

0 から 10 までの評価に基づいて顧客を 3 つのグループに分類します。

• 批判者 (0 ～ 6)

• 中立者 (7 ～ 8)

• 推奨者 (9 ～ 10)

 
批判者は不満を持つ顧客で、ひいきにしてくれる可能性が低く、よくソー
シャルメディアで不満を一般公開で共有したり、評価の低いレビューを
投稿したりします。

中立者はおそらく完全に満足しているものの、それを他の人に共有す
ることのない顧客です。

推奨者は特に満足度の高い顧客で、優れたカスタマーサービスを受け
たことを他の顧客にも伝え、ビジネスの成長を助けてくれるブランドの
支持者です。

NPS は、推奨者の割合から批判者の割合を差し引いて算出します 
( 中立者は計算に入れません )。回答者全員が批判者だった場合は 
-100 、全員が推奨者だった場合は +100 のスコアとなります。もち
ろん、このような極端な結果になることはあまりありません。スコアは
整数であれば理想的です ( たとえば +50 はすばらしいスコアと言えま
す )。 

NPC アンケートでは、その評価を選んだ理由をフィードバックとして
顧客に記述してもらうこともできます。 

NPS は対応内容に関するアンケートではないため、顧客に回答して
もらうタイミングや頻度をよく考慮する必要があります。通常、このア
ンケートはカスタマーサービスではなく、カスタマーサクセスチームや
マーケティングチームによって実施されます。 

Zendesk Support では、レポーティングダッシュボードで NPS アン
ケートを作成して結果を確認できます。 

NPS は最近の顧客対応についてではな
く、企業に対する全体的かつ長期的な満
足度を調べるものです。そのため、通常
は一定の間隔 ( 四半期ごと、半年ごとな
ど ) を置いて実施します。最近やりとりの
あった顧客だけでなく、顧客基盤全体か
ら無作為にサンプルを抽出してアンケート
を送信します。

顧客は批判者なのか、中立者なのか、推奨者なのか？

非常に低い 非常に高い

弊社をお知り合いの方に勧める可能性は?

0 1 2 3 4 5 7 8 9 106

NPC アンケートの結果 (サンプルデータ)

お客様のスコア

75

0% 25% 75% 66%
批判者

(0 ユーザー)
中立者

(1 ユーザー)
推奨者

(3 ユーザー)
回答率

(4 /6 ユーザー)
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カスタマーサクセスチームが目指すのは、
顧客が成功し、利用を継続し、サブスク
リプションを更新してくれることです。そ
のため、「サブスクリプションをキャンセ
ル」ボタンを顧客がクリックするという事
態に至った場合、その理由を何とか把握
したいと考えます。顧客がアカウントのキャ
ンセル手続きをしている途中 ( またはキャ
ンセルの完了後 ) でアンケートを取れば、
不可欠なフィードバックを収集することが
できます。

ソーシャルメディアでのメンションや、利用を
やめたくなった理由なども、カスタマーエクス
ペリエンスを反映している着目すべき測定基
準です。

ソーシャルメディアを通したリスニング
公共の場でどのように評価されているかを把握するため、ソーシャルメ
ディアで自社に関する肯定的、批判的なメンションの両方を追跡しま
しょう。追跡対象には、Facebook、Twitter、自社の Instagram ア
カウント、商品レビューサイトなどがあります。 

ソーシャルメディア監視ツールを使用すれば、簡単に顧客のフィードバッ
クを収集して分析できます。このフィードバックを利用して、以下の情
報を特定しましょう。

• 対面またはオンラインで不十分なカスタマーエクスペリエンスを
提供された後で、不満が募ったときに書き込まれたコメントの
数

• 技術的な質問またはアカウント固有の質問の数

• 肯定的または否定的なフィードバックを提供するコメントの数

• 既存のヘルプ記事へのリンクを使用して回答できる質問の数

• 回答を必要とする、または回答した方がよさそうなブランドのメ
ンションの数

• 1 日の中で、顧客がソーシャルメディアで最も活発に活動してい
る時間帯

 
顧客離脱時アンケート
顧客からフィードバックを収集する別の優れた方法 ( 特にサブスクリプ
ションベースのビジネスの場合 ) は、アカウントをキャンセルする理由
を回答してもらうことです。このデータから、離脱アクティビティに関
するレポートを作成できます。

このアンケートはキャンセル手続き中にユーザーインターフェイス内で
行うか、キャンセル後にフォローアップのメールで依頼して行います。
ユーザーインターフェイスにアンケートを組み込んだ方が回答率はずっ
と高くなります。

ソーシャルメディアと離
脱に関する測定基準

利用をやめる顧客には理由を聞きましょう



問題を解決した後に顧客が満足しているか質問し、顧客
にかかった負担を把握し、他の人に利用を勧めるか尋ね
ることで、顧客が満足しており、ロイヤルティが形成さ
れる可能性があるかを判断できます。

エージェントやチームで顧客満足度の目標を設定するこ
とで、カスタマーのエクスペリエンスを優先することに集
中できます。

すべてのフィードバックチャネルを監視しましょう。ソー
シャルメディアも監視対象にします。また、顧客が利用
を止めるときにも貴重なフィードバックを得ることができ
ます。

主なポイント

01

02

03
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エージェントとチームのパ
フォーマンスと効率性を示
す重要な測定基準

02

カスタマーサービス組織の日々の業務を運営していくこと
に加え、個々のエージェントやチームのパフォーマンスを
測定することは非常に重要です。 

このセクションでは、そのパフォーマンスを追跡するため
に使用する生産性の測定基準について説明します。目標
は顧客の問題をすばやく効率的に解決することです。その
ため、ここで紹介する測定基準はすべてサポート案件の解
決に関するものです。

これらの測定基準は Zendesk Support のレポートツー
ルと Zendesk Explore で監視できます。このセクション
では、以下の測定基準について説明します。

• 解決済みチケット数

• 解決内容別の案件数

• 初回返信時間

• 平均返信時間

• 一次解決率

• 解決までの時間

• 解決努力の測定基準

• チケットの再オープン

• 次回問題の回避
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多くのカスタマーサービスチームでは、エージェントが 
1 日あたりの目標解決ケット数を設定しています (15 件
など )。

この数値に基づいて、どれだけの割合で目標を達成でき
ているかを見てエージェントやチームのパフォーマンスを
追跡します。この例では、2 つのチームが 1 日あたりの
目標解決ケット数をどれだけ達成できているかを示して
います。

チーム別、エージェント別にこの測定基準を確認するこ
とをお勧めします。もちろん、エージェントが 1 日に解
決するチケット数が目標値を下回る ( または上回る ) こ
ともあるでしょう。エージェントのパフォーマンスの傾向
やリソースのニーズを把握するには、1 日の平均数がど
のように推移しているかを時間をかけて ( この例では 30 
日間 ) 追跡することが重要です。

この測定基準は、過去 30 日間に解決したチケット数の
合計を 1 か月の平均勤務日数 18 日で割ると算出でき
ます。 

解決済みチケット数とオープンチケット数の比較
この測定基準のもう 1 つの活用方法は、オープンチケッ
ト数と解決済みチケット数を比べることです。そうするこ
とで、チームがチケットキューにどれだけ対応できてい
るかを把握できます。

チケットキューと未解決チケットについては、未解決の
チケットのセクションで詳しく説明します。

解決済みチケット数

エージェントやチームは解決チケット数の目標を達成できていますか？(サンプルデータ)

達成率

15 チケット/エージェントターゲット

112.2%
達成率

15 チケット/エージェントターゲット

110.1%

新しいチケット数と解決済みチケット数の比較 (サンプルデータ)

410
新しいチケット

459
解決済みチケット数

112%
解決割合

先週

258
新しいチケット

293
解決済みチケット数

114%
解決割合

今週
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解決内容別の案件数
サポートリクエストという形で顧客から得られるフィードバックは、製
品やカスタマーエクスペリエンスを改善するうえで特に価値ある情報と
いえます。この情報を活用して、サポート案件 ( アカウント作成、ショッ
ピングカートなど ) が発生する元となっている製品分野別に、サポート
リクエストを分類しましょう。

その情報があれば、サポートリクエストをカテゴリ別に分割して詳しく
分析できます。それにより、分野ごとに作成されたチケット数、解決ま
でにかかる平均時間、CSAT 評価の平均などを把握できます。

Zendesk では、このデータを「About」フィールドというカスタムチケッ
トフィールドで収集しています。 

「About」フィールドを使用してエージェントにチケットを分類してもら
いましょう。分類は事前定義された製品カテゴリのリストから選択でき
ます。

「About」フィールドはサポートリクエストフォームにも追加できます。
そうすれば、顧客はサポートリクエストを送信するときに関連性の高い
製品分野を選択できます。リクエストを迅速に処理してもらいたいと考
えている顧客は、進んでこのデータを追加してくれます。

また、「About」フィールドのデータと、チケットの全体量と解決時間
を比較することで、改善が必要な製品分野を特定することもできます。
その比較データを製品開発チームに共有しましょう。

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204109423-The-About-Field
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204109423-The-About-Field
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応答時間の測定基準
顧客からの問い合わせに対し、どれくらい早く応答するかは顧客満足
度に大きく影響します。そのため、応答時間の測定基準に注目するの
は重要なことです。  

顧客とサービスレベル契約 (SLA) を結んでいる場合、この測定基準の
追跡は不可欠です。  

初回返信時間（FRT）
初回返信時間 (FRT) とは、チケット作成からエージェントが顧客に最
初の回答をするまでにかかった時間です。 

つまり FRT は、自動応答ではなく、人間が顧客に連絡するまでにか
かる時間を測定する測定基準です。FRT は初回応答時間とも呼ばれ
ます。 

この測定基準のパフォーマンス目標は、顧客が期待する初回返信時間
と合致していなければなりません。通常は次の時間内とされています。 

• メールまたはオンラインフォーム経由で送信されたサポートリク
エストでは 24 時間

• ソーシャルメディアでは 60 分

• チャットやメッセージングでは数秒

もちろん、顧客の立場で考えれば、この想定時間よりも早ければ満足
度はもっと上がります。 

こうした期待に応えられているか確認するため、サポートチャネル別に 
FRT を監視しましょう。「About」フィールドを使用している場合は、
チームのパフォーマンスを測る基準として、製品分野別でも FRT を測
定することをお勧めします。 

FRT は、サポートプロセスの効率性と、受信チケットの量が変動
しても持ちこたえることができるかを示す優れた測定基準です。  

平均返答時間
平均返答時間とは、サポートリクエストを解決するために顧客に送信
したすべての回答にかかった時間の平均です。 

許容される平均返答時間を判断するには、以下について検討します。 

• メールで送信されたリクエストへの初回返答時間が 24 時間で、
チケットあたりの関わったエージェント数の中央値が 8 の場合、
平均返答時間の中央値は 4 時間以下となります。平均回答時
間が 4 時間を超えているチケットを調べることで、エージェン
トのパフォーマンスを向上させるためのヒントが見つかるはずで
す ( 使用するドキュメントやツールの改善、追加のトレーニング
のなど )。 

• 返答時間に関する顧客の意見を、  CSAT 評価やコメントを見て
確認しましょう。

Zendesk Explore では、リクエスタの待機時間をエージェント
のコメント数で割って平均返答時間を算出することができます。  

返答回数
返答回数とは、エージェントが顧客に返答した回数です。 

これは顧客満足度を表す重要な測定基準です。同じ顧客とのやりと
りが 3 回を超えると、顧客満足度は大きく低下します。また、エー
ジェントのパフォーマンスが優れているかも表しています。Zendesk 
Explore では、# Public Comments を使用してこの測定基準を取得
できます。

返答回数が少ないほど CSAT 評価は高くなることを如実に示すデータ (サンプルデータ)

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

回答数

満
足

度

満足度 vs. 回答



エージェントとチームのパフォーマンスと効率性を示す重要測定基準

重要なカスタマーサービス測定基準

14

サービス品質測定 （SQM） グループ
によってよく引用される研究によると、
FCR が 1% 改善すると、CSAT は 
1% 向上し、コンタクトセンターの運
用コストは 1% 削減され、従業員の
満足度は 1 ～ 5% 向上します。

顧客とツールは迅速な返答だけでなく、迅速な問題解決も求めているため、解
決時間は重要な測定基準です。エージェントが問題の解決に要した時間を確認
できる測定基準には、次のようなものがあります。 

一次解決率 (FCR)
一次解決率 (FCR) は、1 回の対応で解決できたサポート案件の割合を示す
測定基準です。 

この測定基準は初回コール解決率またはワンタッチ解決率とも呼ばれます。 

1 回の対応とは、1 回のライブチャットセッション、1 回のエージェントとのコー
ル、1 回の返信で解決されたメールでの問い合わせを指します。 

FCR は顧客満足度に大きく影響し、この測定基準を高めることは運用コスト
の削減やエージェントの仕事に対する満足度向上につながります。 

ただし、FCR チケットの割合が高い場合、セルフサービスで効率よく処理可
能な難易度の低いサポート案件が多いことを示している場合があります。エー
ジェントの労力は、顧客が自己解決できる簡単な案件ではなく、より難易度の
高い案件に傾けるべきです。 

「About」フィールドを使って得られるデータを分析すれば、セルフサービスコ
ンテンツを必要とする製品分野を特定できます。

この重要な測定基準について詳しくは、一次解決率：優れたサポートを示す測
定基準でお読みいただけます。

問題解決までにかかる時間
解決までの時間は、サポート案件の解決までにかかる時間を示す測定基準で
す。 

この測定基準は解決時間や解決までの平均時間 (MTTR) とも呼ばれます。

チケットは終了する前であれば再オープンすることができるため、 サポート案件
は 1 回以上解決されていることがあります。そのため、1 件のチケットのライ
フサイクル内に解決までの時間が複数ある場合があります。 

問題を最初に解決するまでにかかった時間を初回解決時間といいます。解決す
るまでに複数回のやりとりがあった場合、一次解決率にはカウントされません。 

最終的に解決され ( 最後に「解決済み」ステータスを選択したとき )、終了さ
れる ( 再オープンされなくなる ) までの時間を全体の解決時間といいます。 

これも顧客満足度に直接的に影響する測定基準です。ユーザーは問題が解決
するまでに長時間待たされることを望みません。しかしながら、解決時間だけ
を重視することもお勧めはできません。対応の速さは、必ずしも対応の品質と
は一致しないからです。これについては、このガイドの別のセクションで説明
します。 

解決時間のカスタマーエクスペリエンス ( およびエージェントの労力 ) を詳しく
把握するには、リクエスタ待機時間という測定基準も確認します。この測定基
準については、この次に説明します。 

 

解決時間の測定基準

解決時間を示す測定基準の分類

チケットのライフサイクル

初回解決時間

全体の解決までにかかる時間

新規　解決済み　解決済み

新規 解決済み 解決済み

再オープン

完了

https://www.zendesk.com/blog/first-contact-resolution-friend-foe-frenemy/
https://www.zendesk.com/blog/first-contact-resolution-friend-foe-frenemy/
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サポートの問題解決にかかった時間の把握に加えて、解決のため問題
を詳細に掘り下げていくのにどれほど苦労したか把握することも重要な
点です。 

こうした点を明らかにすることでエージェントが解決にかけた実際の時
間を導き出すことができます。解決時間の合計ではこれはわかりませ
ん。というのも、エージェントが取り掛かっていないチケットのライフ
サイクルにおけるステージも含まれているからです。たとえば、情報を
取得するために顧客に差し戻され保留中になっている場合が挙げられ
ます。 

その取り組みに要した全体の努力は複数の名前をつけて説明できます。
最も一般的なのは各種処理時間です。どのように表現するかに関わら
ず、この測定基準によりサポートで行ったやりとりのコストをそれぞれ
決めることができます。 

処理時間
処理時間は、エージェントが 1 回のサポートのやりとりにかける時間
です。 

この測定基準は平均処理時間（AHT）、平均コール処理時間（ACHT）、
対応処理時間とも呼ばれます。

Zendesk Support では、エージェントの処理時間はタイムトラッキン
グアプリを使用して記録します。 

解決時間の測定基準
タイムトラッキングアプリを使用してデータを記録したら、カスタム
測定基準を使用して Zendesk Explore で消費した合計時間、チ
ケット別平均消費時間、更新別平均消費時間をレポートします。 
カスタム測定基準について詳しくはこちらをご覧ください。

関わったエージェント数およびチケットのコメント数
関わったエージェント数はエージェントがチケットを作成するたびに
更新されます。これには、チケットのステータスや顧客が気づいて
いないかもしれないそのほかの更新内容が含まれます。 

関わったエージェント数は Zendesk のレポーティングダッシュ
ボードで使用される用語です。Zendesk Explore 使用の際は、# 
Ticket Updates の測定基準を用いて「エージェント数」をレポー
トします。 

顧客のエクスペリエンスをもっと正確に測定するには、# Public 
Comments の測定基準を用いてエージェントがチケットに追加する
パブリックコメントの合計数を確認します。  

関わったエージェント数またはコメント数が多い場合、チームがチ
ケットの解決にかける（たとえば）平均時間より時間がかかっている
ためこのエージェントにはトレーニングが必要だということを指して
いる可能性があります。

リクエスタの待機時間
Zendesk Explore は顧客が自身のサポートチケット解決にあたって
待機した時間を把握する測定基準を示します。 

リクエスタの待機時間はチケットが新規、オープン、待機中になる
までにかかる時間を測定します。 

つまり、エージェントとサポートチームがサポート問題を解決するた
めに対応しなければならない時間を指します。 

チケットが保留中または解決済みになったら、次のステップに移るた
め顧客に差し戻されます。保留中はエージェントが顧客から詳細な
情報を必要とする際に用いられます。チケットが解決済みになった
ら、やりとりを終えるため顧客に差し戻されます。例えば、次のよ
うな質問への回答です。このサポート内容により顧客の問題は解決
されましたか？  

解決時間と異なり、この測定基準ではチケットのライフサイクルにす
べてのステージを含めておらず、顧客がエージェントから回答を受け
取るまで待機したステージのみが対象になります（新規、オープン、
待機中）。そのため、これが要した努力の尺度であり、また、サポー
トのやりとりに対する顧客のエクスペリエンスを示す測定基準になり
ます。 

タイムトラッキングアプリはエージェントの処理時間を記録します 
 

00:05:04

タイムトラッキング

合計時間: 00:05:04

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203664236-Time-Tracking-recipe-The-metrics-you-need-to-be-measuring
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チケットの再オープン
 
解決済みチケットが再オープンになった頻度は、エー
ジェントが顧客のサポート問題を完全に解決できて
いないことを指している場合があります。品質より
一次解決と速さ重視になっているためと思われます。
そのため、グッドプラクティスとしてチームのチケッ
ト再オープンについて定期的にモニターすることを
提案します。 

再オープンは、チケットのステータスが解決済みか
らオープンに変更されると起こります。 

チケットの再オープンレポートには次の内容を含む
必要があります。

• 再オープン数の合計

• 再オープンの平均件数

• 再オープンになったチケットの割合

 
チケットの再オープンはしばしばエージェントが難解
なサポート案件にかかっている際に発生します。そ
のため、エスカレーションケースになることが多いチ
ケットであると言えます。

チケットの再オープンに関するレポーティング（サンプルデータ）
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チケット数

複数のサポートリクエスト

20 4 6 8 10

Fodrizzle Umbrellas

Cabber

HyperX

Sunshine Industries

Helios

International Genetics

チャネル::チャット::Zopim API 

チャネル::チャット

製品::埋め込み可項目::Web Widget 

チャネル::Voice

チャネル::チャット::その他の

製品::ヘルプセンター (HC)::HC カスタマイズ

3 件以上のサポートリクエスト、製品/対象エリア別 (サンプルデータ)

次回問題の回避
 
解決速度とエージェントの処理時間を重視することへの
反対意見に、しばしば同じ顧客からのサポートリクエス
トが増えるという理由が挙げられます。 

そうではなく、顧客から相談が発生したときは第一に問
題を解決しようと取り組むことに重点を置く必要があり
ます。日に解決する件数が少なくなりがちかもしれませ
んが、顧客満足度は向上します。 

次回問題回避測定基準は同じ製品 / 対象エリアに対して
複数のサポートリクエストを要求する顧客がどれほどい
るのかという点です。 

たとえば、同じ製品 / 対象エリアに対して 3 件以上のサ
ポートリクエストを出した顧客が何名いるか把握できる
レポートを作成できるとします。 

この測定基準と、ご自身の一次解決結果を比較して相関
性があるかを分析します。FCR と次回問題回避測定基
準の評価が高い場合、顧客と一次解決に結び付けられ
るよう改善に取り組んでください。

コミュニティで意見を聴くことで同じ製品 / 対象エリアに
対して複数のサポートリクエストが発生している理由をよ
く理解できる場合もあります。ヘルプセンターやコミュニ
ティを設置している場合、定期的にトップ 10 のコミュニ
ティ投稿内容を分析して顧客が何を尋ねて話し合ってい
るかを確認しましょう。 
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日に解決するチケット数の目標を立てる一方で顧客満足
度が最終的な目標であり件数達成が常にその満足度に結
びつくとは限らない点に留意する必要があります。

初回の返信を素早く済ませた回数や一次解決が顧客満
足度を高めることは事実ですが、こうした測定基準がチ
ケットの再オープンといった別の問題が潜むようなことに
ならないようにする必要があります。速度や効率性より
質を重視しましょう。

顧客とのやりとりに際し、顧客が次に直面する問題の予
期し解決できるよう、あらゆる機会を活用して分析しま
しょう。

主なポイント

01

02

03
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測定基準の活用方法03

今回確認した測定基準の多くは管理ダッシュボードや 
Zendesk Support から取得できるレポートにより利用・
分析しやすくなっています。

状況を掘り下げて測定基準の確認をカスタマイズしたい
場合、Zendesk Explore の詳細レポートとダッシュボー
ドを活用します。

データの細分化や分析のツールは業務の一環にしか過ぎ
ません。カスタマーサービスへのご自身のアプローチが
重要な測定基準を決めるものです。ご自身が所属する組
織のパフォーマンスや顧客関係をどのように捉えていま
すか。最終的な目標や優先順位は何でしょうか。 

このセクションでは、さまざまな要素がサポートを提供
するアプローチを形作るものとして、目標を設定する実
践的な方法の例や主要なカスタマーサービス測定基準の
積極的な管理の例を説明していきます。

• 数量と品質のバランスをとる

• オペレーションの基準値を設定する

• 平均値と中央値を活用する

• Zendesk の測定基準を追跡する

• サポートチャネルでの主な測定基準の活用例
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オペレーションの効率やチームとエージェント
のパフォーマンスを具体的に把握し、顧客が
こちらの対応にどの程度満足しているか、そ
してどの程度今後も取引を継続する気がある
かを理解するため、測定基準を追跡します。

そのためには、組織のスループット（日に解
決したチケット数、解決時間、平均処理時間）
の把握に役立つ定量的データの測定基準と、
カスタマーサービス提供における定性的側面
の把握に役立つ測定基準（CSAT、顧客努力、
次回問題回避）の両方で上手くバランスをと
る必要があります。

オペレーションの基準値を顧客のニーズ、満
足度、長期的関係と連動させる場合、適切な
測定基準をもっと重視する必要があります。 

対応の速さと初回対応による判断力
の低下
本ガイドでも上述しましたが、初回の返信
時間は顧客満足度向上に貢献し、一次解決
により顧客ひいては従業員の満足度を向上
させ、業務コストの削減につながります。

ここで課題となるのは、パフォーマンスにお
いて良い評価とおぼしきものに惑わされない
ようにすることです。素早く初回対応で解決
しようとするとより好いカスタマーサービス
提供に対する欠点や問題点を浮き彫りにしま
す。  

初回にこそ適切に対応する
FCR の高い評価は、チケットの再オープンと
次回問題回避の評価が低ければ良い業績で
あるといえます。初回対応で解決することに
注力し、顧客がその後もサポートリクエスト
を何度もフォローアップすることのないように
する必要があります。品質より速度を優先し
てはなりません。

顧客がサポートのために頼ってきたら、エー
ジェントが問題解決に必要な時間を適切
にとるようにしましょう。顧客とのやりとり
を通して、取扱製品の使い方を理解しても
らい、チケットのフォローアップ回数低減
に努め、次回問題回避件数を改善します。 

セルフサービスは良いオプションと
なりえるでしょうか。
初回対応で解決する問題の割合が多い場合、
それはセルフサービスでもっと効率よく対応
できるサポート案件であるということを示す
こともあります（あまり複雑でないため）。セ
ルフサービスにより、コストを削減し、エージェ
ントはもっと複雑な案件に労力をかける余裕
が生まれます。 

測定基準を活用して、セルフサービスの効果
を強く引き出せるところを割り出しましょう。
たとえば、「About」フィールドで定義した各
製品エリアに何件チケットが作られているか
を確認し、このエリアで問題解決にかかった
平均処理時間と比較してみましょう。 

セルフサービスの先に、特定のエリアでは
もっとサポートの専門知識や問題に取り掛
かるエージェントの補助になるトレーニン
グ、もっと簡単に使えるよう製品に変更を加
えるかなどの情報が見えることもあります。 

尋ねることなく得られるフィードバッ
ク 
提供サポートを製品エリア別に細分化する
ことで、尋ねるという行為をすることもな
く顧客努力を大幅に削減することができます

（CES 調査など）。  

製品エリア別にチケット件数を確認すること
に加えて、平均処理時間、エージェント更新・
コメント件数、全体の解決時間、CSAT 評
価、CSAT コメントにおける顧客からの直接
のフィードバック、チャーン分析を測定評価す
ることもできます。 

数量と品質のバランスをとる
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1 日あたりの解決チケット数
1 日あたりの解決チケット数について、ご自身のパフォーマンスを測る方法として目標の一つに
立てましょう。

これにより、エージェント別、チーム別、組織別に目標の割合達成に関するレポートを作成で
きます。これも唯一ではなくパフォーマンス評価要素の一つにしかすぎません。 

1 日あたりの解決チケット数の合理的な目標を定めるには、過去のデータを活用した振り返り
から始めてみましょう。1 日あたりの解決率が一番高いエージェントと一番低いエージェントの
解決チケット数を見てみます。両者の中間数を取り出し、他のエージェントが 1 日あたりに解
決するチケット数を含め全体で検証します。この基準値であれば、非現実的なことはなくチー
ム全体で取り組むことができるでしょう。

顧客満足度
組織全体に CSAT 目標、エージェントに CSAT 評価を設定します ( 例： 経験、職位、専門
分野に応じて 90-96%)。 

チームが CSAT 目標を達成している場合は、CSAT 応答速度への目標を設定することを考え
ても良いと思います。 

初回の返信時間
初回の返信時間に係るパフォーマンス目標はサポートチャネルのほか、問題の複雑さといった
別の要因によっても異なります。

FRT 目標を設定するには、先ず過去のパフォーマンスに目を向けるのが最善といえるでしょう。
現在の FRT はどのくらいですか。昨年はどうでしたか。傾向として上がっていますか、下がっ
ていますか。こうした基準から、チームの過去のパフォーマンスに反映する達成可能なパフォー
マンス目標を選択し、顧客の期待と連動させます。FRT を下げたい場合はもう少し余裕のあ
る目標を設定しても構いません。 

 

業績を測定するには、主なパフォーマンス測定基準の基準値
を策定します。手始めに、ご自身の過去のデータに目を配る
のが最善といえるでしょう。基準値の設定を考えると良い、
主な測定基準を以下に挙げます。

オペレーションの基準値を設定する
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一次解決率
FCR 基準値を設定するには、FRT と同様のアプローチをとります。過去の傾向を確認し、達
成可能な目標を立てます。数量と品質のバランスをとるで述べた FCR の課題にも留意してく
ださい。

チケットあたりの関わったエージェント数
本 ガ イドで 上 述 し た 通 り、CSAT は チ ケット の 返 信 件 数 に 応 じ て 低 下 し ま す。  
そのため、このエリアについてもパフォーマンスの測定基準を設定すべきです。

組織全体の返信件数の中央値を確認することから始めて、基準値を立てます。中央値を超える
チケットをモニターし、パフォーマンスの改善機会を検討します。たとえば、エージェントにトレー
ニングやコーチングを行う、ドキュメントやサポートツールを増やすなどの活動が考えられます。

対応時間の中央値が顧客の期待に連動しておらず、CSAT 評価を下げている場合、もっと上
の基準値を設定してその目標を達成できるようにスタッフを管理しましょう。 

ティア 1 の解決チケット数
階層化されたカスタマーサービス組織では、経験則ではティア 1 のチームがサポート問題の 
70-80% を解決します。 

残る 20-30% のサポート問題はエージェントと顧客またはエージェント同士の頻繁なやりと
りに加えて高度な技術スキルやさらに時間のかかるトラブルシューティングが必要になるため、
複雑さが増し、コストもかかります。 

対応ごとのコスト
これは顧客のサポート問題解決にエージェントがかける努力に対するコストの尺度です。

対応ごとのコストを算定するのに役立つ式として、組織の年間予算を、サポートするすべての
製品やチャネル全体でヘルプの必要なリクエストの合計件数で割ります。具体的にコストを設
定する方法として、チームでさらに細分化します。 

組織が成長し、多岐に渡るサービスを提供するようになれば、正確さを維持するた
めに微妙な差異を持たせる必要が出てきます。対応ごとのコストを知るということは、  
予 算を提 供 者に対してその投 資 分の見 返りが 十 分にあるということを示すために  
非常に重要な要素です。

サポートチャネル
対応するサポートチャネルの多くは、こうしたコミュニケーション形式に特化した基準を示しま
す。たとえば、電話を介したサポートチャネルを用いる場合、放棄呼や平均待機時間、平均保
留時間、転送件数といったさまざまな測定基準を基準値に設けます。ここで挙げる測定基準に
ついて詳しくは、Zendesk Talk の初めての使い方をご覧ください。

測定基準の活用方法

https://www.zendesk.co.jp/resources/getting-started-zendesk-talk/


測定基準の活用方法

重要なカスタマーサービス測定基準

23

この測定基準をレポートとして確認したり、ダッシュボードで確認する方法に移る前に、先に平
均値（または平均）と中央値について話をしましょう。弊社が扱うレポートの多くでは、どちら
も重要な情報を明らかにする要素であるため、どちらも同時に確認していきます。

平均は目標件数の真ん中の点として便利な値ですが、他よりとても高いまたはとても低い数があ
れば簡単に歪んでしまいます。そのため、たった少しあるだけの異常値が平均を大きく歪めてし
まうようなケースでは中央値が真ん中の点として良い尺度になります。

この点について、以下の例で具体的に説明します。

平均値と中央値を活用する

次に示すのは経験則による平均値対中央値です。

• 比較データがほぼ同様であれば、平均値を使用します。 

• データの数に異常値が含まれる場合、中央値 ( または歪みの原因となる値にフィルタをか
けます ) を使用します。

 
利用可能なレポーティングツールを用いて、両方の値を確認します。

平均値は電話やチャットによる初回返信時間など異常値が少しある場合の測定基準を活用する
際に役立ちます。また、標準的なチケット件数を測る尺度としても利用できます。 

異常値が少しある場合に平均値が大きく歪む例 (サンプルデータ)

初回返答時間

平均返答時間 ( 分 ）
初回返答時間の中央値 ( 分 ）

4月2～8日 4月9～15日 4月16～22日 4月23～29日 4月30日～5月6日 5月7～13日
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Zendesk の測定基準を追跡する
カスタマーサービスツールを揃えた Zendesk suite は測定基準の追
跡や、様々な視点からデータを分析できるカスタムレポートとダッシュ
ボードの作成といったオプションを多く提供しています。 

Zendesk Support では、無くてはならないカスタマーサービスの
測定基準が自動で計算され、管理レポーティングダッシュボードで提
示されます。 

AI の影響を把握するのに抜群のレポーティング

ナレッジベース、コミュニティ、検索ダッシュボードは運営するヘルプ
センターで提供するセルフサービスのパフォーマンスを確認できます。
詳しくは、セルフサービスチャネルの測定で見ていきます。

Zendesk Support のレポーティング概要 (サンプルデータ)

Zendesk Support のランキング

Zendesk でのレポーティングには、顧客満足度やネットプロモーター
スコアのダッシュボードも含まれています ( この 2 つは、顧客関係
の健全性を測定するために重要な尺度です )。 

Zendesk Explore では、測定基準の拡張セットを活用して、エージェ
ントとチームのパフォーマンスや、チケットキューステータス、カスタ
マーエクスペリエンスを詳しく分析できます。

また、Zendesk Support のデータに接続して洗練された視覚的に
わかりやすいダッシュボードを簡単に作成できます。

Zendesk Explore は Zendesk が提供する新しい解析プラット
フォームです。.Support、Talk、Chat、Guide といったすべての 
Zendesk 製品に対して解析を可能にし、全体的につながりのある 
Zendesk データの分析とレポート作成、CRM、ウェブサイトまたは
データウェアハウスといったソースからの顧客データと統合すること
ができます。

Zendesk Explore を使って、カスタマーエクスペリエンス全体を測
定し理解できます。Zendesk Explore について詳しくはこちらをご
覧ください。

https://www.zendesk.co.jp/explore/
https://www.zendesk.co.jp/explore/
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サポートチャネルでの主な測定基準の
活用例
Zendesk Explore で主なカスタマーサービスパフォーマンスの測定基
準を簡単にモニターできる方法について、以下に例を用いて説明します。

チャネル別チケット数の追跡 (サンプルデータ)

初回対応時間の中央値測定 (サンプルデータ) チャネル別顧客満足度評価 (サンプルデータ)

初回返答時間の中央値

1.2時間

満足度スコア

91.1%

チャネルが作成したチケット
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測定基準はカスタマーサービスの提供を定量的および定
性的に計測するために利用しますが、顧客関係の向上を
常に意識し続けます。

努力を減らすことが顧客満足度につながります。だから
こそ、初回返信時間や初回対応時間といった測定基準
が重要となります。

オペレーションの基準値の設定は、チームやエージェン
トの現実的なパフォーマンス目標を設定するのに役立ち
ます。

チケットキューの管理と顧客関係の健全性のために設定
した基準値に対して、組織のパフォーマンスを継続的に
監視する確実なレポートツール一式を使用する。 

主なポイント

01

02

03

04
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未解決のチケット04

チケットバックログは未解決チケットの合計数です。発
行されるチケットの件数や、現在のリソースでどの程度
対応できるかについて洞察が得られるので、チケットバッ
クログは追跡してください。

このガイドで上述した通り、速度も重要ですが、そのた
めに品質を犠牲にしてはなりません。サポート問題は、
顧客の期待や自社チームが設定したパフォーマンスの目
標よりも解決までに長い時間がかかることがあります。

ですが、顧客の問題の解決まで長い時間がかかるほど、
顧客満足度は低下してしまいます。このセクションでは、
未解決チケットのモニター方法を見ていきます。 
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未解決チケットのトラッキングは Zendesk の重要な測定基準です。レ
ポーティング概要、そして Zendesk Explore が提供する詳細レポー
ティングに各種測定基準として含まれています。

ここでは、チームや顧客への影響や先ずどうして発生したのかを把
握するために未解決チケットを追跡する際の方法を見ていきます。 

現在の未解決チケット
未解決チケットとは、未割り当てのチケットと割り当て済みでまだ解決
していないチケットのことです。この 2 種類のチケットを足すと未解決
チケットの合計となります。 

未解決チケットの数をチケットの経過時間と初回返信時間とで相互参
照するのも効果的といえます。チームのスループット処理能力が高いの
であれば、未解決チケットが多くあるということは必ずしも悪いことと
は言えません。

未解決チケットが多くあること自体は良いこととも言えないのですが、
優先度が高いチケットがたくさんある場合はもっと悪い状況です。

未解決チケットのレポーテ
ィング

チーム別未割り当てチケット (サンプルデータ)

チーム別未解決チケット合計 (サンプルデータ)

チーム別未解決チケット傾向 (サンプルデータ)

チケットのステータス別未解決チケット合計 (サンプルデータ)

140 100 30 10

現在未割り当て T1 T2 T3

T1

チーム:

T2

T3

-82
合計 Δ 昨日

-33 -26 -11
T2 T3T1

+89 -21 -36
T2 T3T1

+30
合計 Δ 最近7日間

新規 (非表示)
オープン
保留中
待機中

チケットのステータス:
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チケットのステータス別過去の未解決チケット - 1 年間 (サンプルデータ)

チケットのステータス別未解決チケット合計 - 過去 30 日間 (サンプルデータ)
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過去の未解決チケット
過去の未解決チケットと現在の未解決チケットを確認すると、チケッ
ト件数とチームパフォーマンスの傾向を見極めることができます。 

未解決チケットの管理
未解決チケットにサポートリクエストが溜まる状況は、顧客がヘルプを
受けるまでに待つ時間が長いということです。この状況を管理するには、
顧客にステータスとリクエストの進捗を知らせるのが最善と言えます。 

未解決チケットの件数は、宙ぶらりんの状態にあるチケットにより押し
上げられてしまいます。顧客が情報提供の依頼に応えない場合や、提
案した解決策がリクエストに応えられたか反応してくれない場合などが
この例に挙げられます。上のグラフは、保留中のチケットを示していま
す。 

この処理に、顧客に自身がリクエストした問題について保留中のステー
タスがあることを自動でリマインドすることができます。設定した日数
が経過しても顧客が反応しない場合、そのチケットは自動的に解決済
みとなり、未解決チケットやキューから取り除くことができます。
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未解決チケットが発生。この対応として、顧客に自身が
リクエストした問題のステータスを通知することで顧客
満足度を管理します。

未解決チケットの合計は未割り当て分と割り当て済みで
未解決のチケットを足した数です。

 

未解決チケットをモニターし、チケット件数の傾向を見
極めることで、リソースを上手に管理し、解決済みチケッ
トの期待基準値に対するチーム全体のパフォーマンスを
測定することができます。

主なポイント

01

02

03
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エージェントの満足度とパ
フォーマンスの測定

05

ロールに満足しているエージェントはさらに良いカスタ
マーサービスを提供するようになります。モチベーショ
ンと生産性が高く、また、業務に一層真面目に取り組み
ます。また、チームに在職する期間も長くなることでしょ
う。ご存知の通り、カスタマーサービス組織の離職率管
理は常に困難を極めます。仕事の満足度を定期的に測
定することで、チームの皆により良い実務経験を提供す
るために必要なフィードバックを得られます。 

エージェントがどの程度満足しているかを把握すること
で得られる洞察と日々のパフォーマンスを統計的にまと
めることで、エージェントの普段の業務パフォーマンスと
将来向かう先について全体像を捉えることができます。

このセクションでは、ASAT と呼ぶエージェントの満足
度測定方法、そしてエージェントのパフォーマンス測定
に弊社が通常使用する測定基準について見ていきます。



エージェントの満足度とパフォーマンスの測定

重要なカスタマーサービス測定基準

32

エージェントの満足度測定 
(ASAT)
エージェントの満足度はサポートチームの従業員が自
身の業務をどの程度好き ( 嫌い ) かを尋ねるアンケー
ト形式を用いて測定します。画面イメージは以下のよ
うになります。

最初の質問は、多肢選択式です。数値データとして評
価され (NPS と同じ数値スケールを用います )、2 問
の補足質問により従業員が自身の仕事について好き 
( 嫌い ) な点について詳しく知ることができます。補足
質問のフィードバックはアンケート結果への対応に役立
ちます。 

以下 2 つの質問を含んでも良いでしょう。

現在の業務はどの程度好き ( 嫌いですか )？

• とても好き

• まぁまぁ好き

• 少し好き

• 好きでも嫌いでもない

• 少し嫌い

• まぁまぁ嫌い

• とても嫌い

どんなところが一番好きですか？

どんなところが一番嫌いですか？

ASAT アンケート実施に係るプロセスは以下の通りです。

• エージェント、リード、マネージャーにアンケートを
取る

• 四半期ごとに全員にンケートを取る

• サポートチーム外の従業員に依頼してアンケートを
実施してもらい、収集したデータの評価とまとめを
行う

• アンケートのフィードバックに対応する

• カスタマーサービス担当としての業務はどの
程度好き ( 嫌い ) ですか？ 

• 所属するチームでの仕事を知人にどの程度
勧めますか？



エージェントの満足度とパフォーマンスの測定

重要なカスタマーサービス測定基準

33

エージェントパフォーマンス
の評価
カスタマーサービス組織のパフォーマンス評価に使用する主な測定基
準の多くは個人にも適用できます。弊社が個人のパフォーマンス評価
に有益だと考えている測定基準について紹介いたします。

• 1 日あたりの解決チケット数

• CSAT 評価

• 関わったエージェント数 / 更新

• チャネル別チケット数

• エスカレーション件数

• フォーカスエリア (「About」フィールド )

 
こうした要素のほとんどに基準値を設定しているのであれば、時間の経
過と共に簡単に追跡できます。

初回返信時間はしばしばエージェントの制御範疇を超えているものであ
り、プロセス全体の効率を測る基準となるため、このリストにはありま
せん。

CSAT 評価はエージェントの制御範疇を超えた別の要素であるため、
エージェントに対して公平でない場合があります ( 製品に顧客の望む機
能が含まれていない場合顧客の不満が悪い CSAT 評価につながる場
合などです )。

顧客が選択する評価の理由について詳しく掘り下げていく場合は、 
満足度の理由について Zendesk が提供する機能が細分化に役立ちま
す。顧客が悪い CSAT 評価を出した場合、その理由を尋ねることがで
きます。

悪い CSAT 評価とその理由についてのコメントを活用して、エージェン
トの CSAT 評価に関するパフォーマンスを公平に評価できます。 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/223152967-Working-with-satisfaction-reasons-Professional-and-Enterprise-
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ロールに満足しているエージェントはさらに良いカスタ
マーサービスを提供するようになります。また、チーム
に在職する期間も長くなり、離職率も下がることでしょ
う。 

顧客に対して実施するのと同様、フィードバックを得るた
めエージェントにも定期的にアンケートを行います。エー
ジェントが自身の業務やキャリアを好んでいるか、友人
や知人に所属チームへの参加を勧めたいかなどを調査し
ます。  

主なパフォーマンス測定基準に基づき、エージェントに
現実的な目標を設定します。 

エージェントのパフォーマンスを評価する際には、エー
ジェントの制御範疇を超えている要素を考慮するように
します。

主なポイント

01

02

03

04
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セルフサービスチャネルの
測定

06

セルフサービスの提供は顧客満足度を全体的に向上させ 
( 顧客は助け合いたいため )、カスタマーサービス組織のス
ケールを測る優れた方法です。

セルフサービスチャネルはヘルプセンターで提供するもの
で、顧客に提供するあらゆる学習 / 参考コンテンツも指し
ています。

このセクションでは、顧客がセルフサービスのコンテンツ
を見つけて活用できるか、コンテンツが役立つと考えるか、
ヘルプセンターが効果的なセルフサービスポータルとして
機能しチケットの削減に役立つかの判断を補助する測定基
準を見ていきます。

セルフサービスの測定基準を次のエリアに分類します。

• 閲覧回数とサポートに関する測定基準

• ナレッジベースおよびコミュニティに関する測定基準

• 検索測定基準

• セルフサービススコア



セルフサービスチャネルの測定

重要なカスタマーサービス測定基準

36

閲覧回数とサポートに関する測定基準

ビュー
これ は、 ヘルプセンター の 各 ペー ジ の 閲 覧 数 で す。Google 
Analytics と Zendesk Support のナレッジベースレポーティングタ
ブの両方で閲覧回数を追跡できます。

ユーザー数
これは、ヘルプセンターを訪れたユニークユーザー数です。ヘルプセ
ンターに訪問があったら都度セッションとしてカウントされ、各セッ
ションには ( 通常 ) 複数のページ閲覧が見られます。ヘルプセンター
を訪問したユーザー数の追跡は、特定の期間における閲覧数合計と
比較してその利用に関する全体像を捉えることができます。月間の閲
覧件数 10,000 件に対し同じ期間のユニークユーザー数が 1,000 
人いる場合、ユーザーはセッションごとに平均 10 ページの閲覧をし
ていたということが言えます。この情報を利用することで、実際にセ
ルフサービスのコンテンツを利用した顧客の数を把握することができ
ます。

 

新規セッション割合
新規ユーザーとリピーターがそれぞれ何人ヘルプセンターを訪問した
かを把握することで、ユーザーのニーズに向けたコンテンツに注力で
きます。たとえば、新しい製品に着手することは新規ユーザーのスパ
イクをもたらすことがありますが、新規製品の利用に必要な情報を提
供することでこれを仕向けることができます。

平均セッション時間 
ヘルプセンターでのユーザーセッション平均時間でユーザーがヘルプ
センターで費やした時間を把握でき、詳しく掘り下げていけば、特
定の記事や FAQ を読むために消費した時間を確認することもできま
す。また、提供する情報を読むために十分な時間を費やすのが理想
的です。そうでない場合、コンテンツがユーザーのニーズに応えてい
ない、必要な情報ではないなどを意味する可能性もあります。

 

セッションごとのページ数
これは、ヘルプセンターでのセッション中に閲覧された平均ページ数を
示します。繰り返しますが、セルフサービスのコンテンツがどの程度使
用されているかを把握するのに活用できます。

直帰率
直帰率は、ヘルプセンターの 1 ページだけのセッションの割合を示し
ます。直帰とは、最初のページを閲覧した後に、顧客がヘルプセンター
を離れることです。ユーザーは偶然ヘルプセンターを訪問しただけかも
しれませんし、たどり着いた際に見たかった情報を得られなかった場
合も考えられます。

Google Analytics と Zendesk Support で利用できるナレッジベー
スのレポーティングを使用して、ヘルプセンター ( またはウェブサイト ) 
のパフォーマンスを追跡する通常の測定基準です。
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ナレッジベースおよびコミュニティのサポートに
関する測定基準

投票数
これはヘルプセンターの記事に宛てられた浮動票数合計です。浮動票
の賛成票または反対票、またはその両方の数を閲覧できます。顧客が
コンテンツについてどのように考えているかを追跡するために非常に
便利です。たとえば、反対票を受け取った記事を閲覧して改善方法に
ついて検討したい場合が挙げられます。

  

サブスクリプション
ヘルプセンターで記事のフォローを選択した顧客の数を指します。こ
れにより、顧客はコンテンツの更新やコメント追加があった場合にメー
ルで更新通知を受け取ることができます。サポートの測定基準として
有効で、特定のエリアに専門知識のある顧客の多くはこの機能を活用
してユーザー向けコミュニティでサポートを行い、お互いに助け合い
ます。

 

コメント 
顧客が詳細情報や提供された情報に対して説明を必要としている場合
に、記事にコメントが追加されます。時として、これはコンテンツが
不十分であるということを示唆する場合もある一方で、詳細情報や普
段予期しないユースケースでナレッジベースを拡充するために好い方法
でもあります。サポートリクエストが送信される前に顧客を助けること
ができ、サポートチケット発行数が削減されるため、効果的な方法で
もあります。

コミュニティの投稿
ヘルプセンターのコミュニティサイドでは、顧客が作成する投稿の件
数をモニターすることはセルフサービスポータルの効果を判断するう
えでも有用な方法と言えます。ヘルプセンターは提供される情報を顧
客が見つけて他の顧客とサポートし合い、専門知識の共有や学び合
いのできる有用な場所であるべきです。

Zendesk Support のナレッジベースとコミュニティレポーティングタブでは、ヘ
ルプセンターがどのように使用されているか記録する測定基準を確認できます。
サポートの測定基準については以下で説明します。
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検索測定基準

セルフサービススコア

顧客がヘルプセンターに求めている情報を見つけられない場
合、提供するセルフサービスを改善しなければなりません。幸
いなことに、顧客が探しているものを追跡し、回答を探した後
にしている次の行動が何であるかを追跡する測定基準があります。 

検索件数 ( 結果なし )
これは結果のない検索件数を指しています。言い換えれば、検索キー
ワードを含むナレッジベースやコミュニティがなかったということです。
検索内容をカバーするコンテンツを作成する必要があるとも言えれば、
ご自身と顧客が同じ用語を使用しているか確認する時間を取る必要
があるとも言えるかもしれません。

検索件数 ( クリックなし )
この測定基準は通常、記事が必要ないもしくは顧客がコンテンツを
理解しやすいよう記事タイトル名を変更する必要があることを示唆し

ています。

検索後に作成されたチケットの合計数
これは 3 つの中でも一番重要な測定基準です。というのも、提供
されてるコンテンツが顧客の問題自己解決に不十分だったことを指す
可能性が非常に高いからです。また、顧客が潤沢なセルフサービス
コンテンツを以てしても製品の使用が難しいと感じているなど、製品
の問題点を指摘している場合も考えられます。

上記の測定基準からヘルプセンターのコンテンツに関するパフォーマン
スや品質について洞察を得られる一方で、セルフサービススコア ( セル
フサービス率 ) がサポートチャネルとしてのヘルプセンターに見られる
影響や、顧客の問題解決にどう役立つか、エージェントが処理しなけ
ればならないサポートリクエストのオープンを防ぐかといった測定に役
立ちます。

セルフサービススコアは次の式で算出します。

セルフサービススコア = ヘルプセンターのユーザーの総数 / チケット
のユーザーの総数

算出された率が仮に 4：1 だった場合、これはつまりセルフサービスを
活用して問題を自己解決しようとする顧客が 4 人いたとしたら、1 人
はサポートリクエストを送信する顧客がいるということを指します。

セルフサービスとチケット削減のロールについて詳しくは、チケットの
削減 : セルフサービスをご覧ください。

https://www.zendesk.com/blog/ticket-deflection-currency-self-service/
https://www.zendesk.com/blog/ticket-deflection-currency-self-service/
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顧客の多くはセルフサービスを好みます。セルフサービ
スの提供は顧客満足度を向上させ、組織の規模拡大に
役立ちます。

Google Analytics が提供する通常のウェブサイト / コ
ンテンツサポートに加えて、Zendesk はセルフサービス
ポータルの評価に便利な専用測定基準やツールを提供し
ます。 

セルフサービススコアの測定は、チケット件数に対する
セルフサービスポータルの影響を評価するのに役立ちま
す。

主なポイント

01

02
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まとめ
時には、情報量の多さに圧倒され途方にくれるこ
ともあります。効果的なカスタマーサービスの提供
や顧客関係構築を測定するために利用できるデー
タや測定基準においては特にその傾向が強くなり
ます。 

本ガイドでは、こうしたデータに関しての道筋を定
義し、サポート業務の管理に不可欠と考える測定
基準の有効活用方法について専門的なアドバイス
を提供しています。掲載情報がお役に立てたなら
何よりです。 

重要な基準の測定に使用するツールについて詳し
くは www.zendesk.co.jp/explore をご覧くださ
い。

http://www.zendesk.co.jp/explore

