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ひと口にエンタープライズ企業と言っても、 すべて一
律な状況であるわけではなく、 既にデジタルテクノロ
ジーを採用している企業には、 デジタル変革の過程に
ある企業と比べて、 それぞれ固有のチャンスとチャレ
ンジが目の前に訪れています。

多くの場合、 これらの企業はデジタルネイティブで、
テクノロジーに精通しているため急成長を遂げていま
す。 API、アプリ、およびインテグレーションを使用
して拡張できるプラットフォームとしてのサポートソ
フトウェアを快適に感じる傾向があります。

これらの企業の主な目的 ： 顧客が期待する高品質な
エクスペリエンスを維持しつつ、 サポートを大規模に
提供します。これは、 大量のチケット数を管理するこ
とを意味します。大規模な顧客基盤がある場合、 問い
合わせ数が増加し、 顧客サポートへのシームレスなア
プローチが求められます。

このガイドは、 既にデジタル環境を整備している「デ
ジタルネイティブ」 と呼ばれるサポートチームのため
に作成されました。これらのチームは、 それぞれのプ
ロフィールに適したデータに基づくベストプラクティ
スを習得することによって、 次の重要なステップを理
解し、 ベンチマークを使って自社を同業他社と比較す
る方法を知ることができます。  

クラウド上のZendeskベンチマークのデータ、 すな
わち世界中で45,000社を超えるZendesk導入企業の
カスタマーサービスのやりとりに基づく指数を使用し
て、 Zendeskは、 カスタマーエクスペリエンスにつ
いてデジタル化を完全統合したアプローチの最適化と
拡張を図る大企業にベストプラクティスを提供するた
めに、 リーダーとなる企業とそれ以外の企業との差別
化要因を特定しました。

はじめに

https://www.zendesk.co.jp/benchmark/
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要点

01
ハイパフォーマーは拡張の達人

デジタルネイティブの中でも、特に優秀なサ
ポートチームは、膨大な数のチケットを管理
しています。非常に要求の厳しい顧客基盤を
持っているため、CSAT は同業者に比べてわ
ずかに劣るもの、同業者の 5 倍以上のチケッ
ト量を処理しています。

04
セルフサービスを利用してチケット
を削減する

デジタルネイティブは、より包括的で関連性
の高いコンテンツを含むヘルプセンターを運
用しています。デジタル変革に着手したばか
りの企業と比較すると、記事数の中央値は 2
倍、セルフサービス率の中央値も 2 倍を記録
しています。

02
 プラットフォームアプローチを採用

 
優れたサポートチームは既に、サポートソ
リューションの構築と統合およびシステム間
のデータの同期に取り組んでおり、エージェ
ントは必要な情報をすべて 1 か所で見つけ
ることができます。API インテグレーション
を使用しているデジタルネイティブでは、初
回応答時間が 61％、リクエスタ待機時間が
55％も低減しています。

05
BtoC 企業は最も革新的

デジタルファーストな BtoC 企業は、大量
の顧客リクエストに対処するために、オムニ
チャネルアプローチ、自動化、および AI を
最大限に活用するなど、サポートソフトウェ
アの限界を押し広げようとしています。と
はいえ、顧客の期待に応えることは容易で
はなく、BtoC 企業の CSAT の中央値は、
BtoB 企業や社内ヘルプデスクの同業者より
も 10％近く低くなっています。

06
創業年数は数字に過ぎない

 
会社の創業年数は、サポートへのアプローチ
を左右する主要な要因ではありません。企業
がデジタルネイティブであるという理由だけ
で、サポートチームが自動的に優れた顧客体
験を提供できるわけではありません。 

03
カスタマーエクスペリエンス全体の
信頼性を重視

ハイパフォーマーは、単一の指標に占有され
ることなく、顧客にとって一貫して強力なエク
スペリエンスを提供しています。高度な機能
を活用し、エージェントのワークフローを改
善することで、顧客のリクエストに 6 倍の速
さで応答し、チケット解決を 4 倍高速化して
います。

要点
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エンタープライズ企業に最適なカスタ
マーサポート戦略

Zendeskを活用しているエンタープライズ企業170社
から収集した実際のデータを使用し、機械学習を適用
して、顧客体験に対する明確なアプローチを特定しまし
た。Zendeskは、チャネルミックスやCSAT、応答スピー
ド、アプリとインテグレーションの使用など、サポートへ
の取り組み方に基づいて、企業をグループ化しました。

Zendeskは、大企業が効率性と洗練度の向上という傾
向に沿っていることに気付きました。デジタルネイティブ
は、エージェントや顧客の人数が多く、使用しているチャ
ネルやインテグレーションの数も多いため、サポートソフ
トウェアソリューションの使用が最も複雑になりがちで
す。

当社の分析では、顧客サポート業務の構成に基づいて、
以下の2つの主要な企業グループに分かれることが明ら
かになりました。

デジタルトランスフォーマー：デジタル変革の初期段階
にある多くの大企業がこのグループに該当します。このグ
ループは、メールやWebフォームなどの標準チャネルに
ほぼ全面的に依存しています。ほとんどのデジタルトラン
スフォーマーは、まだライブデジタルチャネルやソーシャ
ルメディアを使い始めていません。また、顧客にセルフサ
ービスを提供する場合も、他のグループに属する企業に
比べて、小規模な運用にとどまります。このグループは通
常、顧客のリクエストの量が少なく、より多様なチャネル
ミックスを持つサポートチームよりも応答も遅い傾向に
あります。このグループの約50%という比較的大きなシェ
アを占める層は、ヘルプデスクソフトウェアを使用して社
内サポートを提供しています。 

 

デジタルネイティブ：これらのデジタルファーストなエン
タープライズ企業は、大量のチケットを処理し、最も複雑
で最適化されたワークフローを運用しています。これらの
企業は、セルフサービスを活用してチケットの作成を抑制
しています。また、エージェントのエクスペリエンスを拡張
するアプリや、他のシステムに接続するためのインテグレ
ーションやターゲット、パーソナライズされたサポートを
提供するための顧客リスト、エージェントの効率化を促進
するマクロおよびトリガ、自動化といった高度な機能を統
合しています。デジタルネイティブは、サポートソリューシ
ョンに敏捷性と経済性を求め、サポートソフトウェアを、
急速な成長に対応するために必要に応じて構築できるプ
ラットフォームと見なす傾向がますます高まっています。

これらの2つの主要なグループに加えて、デジタルトラン
スフォーマーとデジタルネイティブをつなぐ第3のグルー
プの存在も確認されています。ここでは、これらの中間的
な段階にある企業を「デジタルアップデーター」と呼びま
す。電話やチャットのようなライブチャネルの利用が増え
ている点が、デジタルトランスフォーマーと異なります。
これらの企業は、多様なチャネルミックスへ移行する過渡
期にあります。顧客にセルフサービスを提供したり、サポ
ートソリューションの機能を拡張するアプリやインテグレ
ーションの活用を始めたりしています。 

エンタープライズ企業に最適なカスタマーサポート戦略
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デジタルネイティブの自己診断

サポートチャネルの数はいくつありますか？
デジタルネイティブは、ソーシャルメディアおよび電話や
チャットなどのライブチャネルを利用してチャネルミック
スを完成させ、既に友人や家族とのコミュニケーションに
使用しているチャネルで顧客に対応することができます。

月間のチケット処理量はどのくらいですか？
デジタルネイティブは通常、他のタイプの企業よりもはる
かに多くの顧客リクエストを処理しています。ほとんどの
場合、1か月に20,000件以上のチケットを処理します。

サポートソリューションはスムーズに統合されています
か？  
デジタルネイティブは、アプリやインテグレーション、API
を使用してサポートソフトウェアを拡張することについて
より積 極 的です。このグル ープ のほとんどの 企 業

は、ZendeskのAPIを利用してチケットの量を抑え、10個
以上のアプリとインテグレーションを使用してサポートソ
リューションに機能を追加しています。
 
会社はいつ設立されましたか？
デジタルネイティブは、デジタルトランスフォーマーより
も近年に設立されている傾向がありますが、その違いは
それほど顕著ではありません。実際、デジタルネイティブ
の多くは1990年以前に設立されており、デジタル技術の
採用に関して、創業年は企業の進歩と関連付けられる主
要な要素ではありません。

このレポートでは、デジタルネイティブ（すでにデジタル環境の体制を整えてい
る組織）のベストプラクティスに焦点を当てます。デジタルネイティブであるなら、
SlackやSquarespaceのような組織と同じグループに属していることになります。

あなたの組織がデジタルネイティブかどうかを確認するために、いくつかの質問
にお答えください。

1900 1920 1940 1960 1980 200019901970195019301910 20202010

会社の設立年 デジタルネイティブ デジタルトランスフォーマー

貴社はデジタルネイティブですか？

https://www.zendesk.co.jp/customer/slack/
https://www.zendesk.co.jp/customer/squarespace/
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膨大なチケット量、複雑なワークフロー、API インテグ
レーション、アプリ、ターゲット、広範なセルフサービ
スの提供、ライブチャネルやソーシャルメディアを含む
多様なチャネルの提供といった特徴を持つデジタルネイ
ティブを詳しく考察しました。 

このグループ内では、健全なヘルプデスクの 5 つの重要
な成功指標である CSAT、初回応答時間、リクエスタの
待機時間、解決時間、チケット量のパフォーマンスを調
べることで、リーダーを特定しました。 

デジタルネイティブのベンチマーク
他のデジタルファーストな大企業とのベンチマークを検討しています
か？まず、ここが出発点となります。

「ハイパフォーマー」とは、5 つの指標のうち中央値を超
える指標が 4 つ以上ある企業です。約 3 分の 1 のデジ
タルネイティブがハイパフォーマーであり、残りはローパ
フォーマーです。 

あなたのチームと他のデジタルトランスネイティブのチー
ムとのパフォーマンスを比較してください。
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デジタルネイティブのベンチマーク
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CSAT（顧客満足度）
CSAT は、お客様がサポートエクスペリエンスをど
のように評価したかをチームに理解させるものです。
CSAT に貢献する要因には、応答時間、応答の質と
正確性、お客様のブランドに対する全体的なとらえ方
が含まれます。一般に、デジタルネイティブは、デジ
タルテクノロジーをほとんど採用していない企業より
も、CSAT を低く評価されがちです。これは、デジタ
ルネイティブの顧客は通常、サポートに関して非常に
要求が厳しいためです。デジタルネイティブは BtoC
企業でもあることが多く、他のタイプの企業よりもは
るかに膨大なチケット数を処理しています。

初回応答時間（分）
初回応答時間は、サポートエージェントがリクエスト
に応答するのにかかる時間です。弊社の調査によると、
初回応答時間が短いほど顧客満足度が高くなる傾向
があります。 

リクエスタの待機時間（分）
これは、エージェントからの応答を顧客が待っている
時間です。待機時間を短縮すると、顧客の満足度が
向上する可能性があります。

月間チケット数
サポートチームは、同量のチケットを処理している他
社のチームに対してベンチマークを行うべきです。デ
ジタルネイティブは、他の会社よりもはるかに膨大な
数のチケットを処理しています。

デジタルネイティブのベンチマーク

CSA

40 80 1009060 7050

ローパフォーマー： 87.9%ハイパフォーマー：  87.1% 

Monthly Tickets

0 50万 150万125万100万75万25万

ローパフォーマー：  32,000ハイパフォーマー：  170,000

First Reply Time (minutes)

0 2,000 3,0002,5001,000500 1,500

ローパフォーマー：  384ハイパフォーマー：  64

Requester Wait Time (minutes)

0 1,000800 1,400400200 1,200600

ローパフォーマー：  292ハイパフォーマー：  15
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解決時間（分）
チケットが解決されるまでにかかる時間です。この指標
は、顧客が個々のやりとりにどの程度満足しているかを
示す際に大きな役割を果たします。

毎月のエージェント対チケット比
月間のエージェントに対するカスタマーリクエスト件数の
比率です。サポートチームは、各エージェントの生産性
を向上させるために、エージェント対チケット比の改善
を目指す必要があります。

セルフサービス率
セルフサービスコンテンツの閲覧数と、チームの合計チ
ケット数とを比較した比率です。ナレッジコンテンツが
どの程度チケット数の削減に役立っているかをサポート
チームが理解するのに役立ちます。企業はセルフサービ
ス率を上げることを目指すべきです。 

デジタルネイティブのベンチマーク

Resolution Time (minutes)

0 1万 12,0006,0004,0002,000 8,000

ローパフォーマー：  768ハイパフォーマー：  15

Self-Service Ratio

0 1042 86

ローパフォーマー：  0.2ハイパフォーマー：  0.4

Monthly Ticket-to-Agent Ratio

0 2,500 3,0001,000500 2,0001,500

ローパフォーマー：  166ハイパフォーマー：  409
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顧客へのサービス向上を図るデジタルネイティブのため
に、同様の企業グループの中でトップになる方法があり
ます。

サポートソリューションがチームの成長に適応できる
ことを確認する。 

• 迅速な行動を可能にする機敏性のあるソフトウェアソリュー
ションを使用する。デジタルネイティブは、通常、他の企
業よりも多様で要求の厳しい顧客基盤を持ち、チームが成
長しても顧客サービスの運用コストを抑えるというプレッ
シャーに直面しています。サポートソフトウェアは、チーム
が新しいコミュニケーションチャネルの追加、セルフサービ
スの導入、新しいタッチポイントでのサービスのパーソナラ
イズ、新しい市場での立ち上げ、新しいブランドンドや製品
の追加などを行う際に、迅速に対応できるようにする必要
があります。

 
サポートソリューションを拡張して統合する。 

• API を活用してサポートソフトウェアを拡張する。ハイパ
フォーマーであるデジタルネイティブは、チケット管理に
APIを活用する傾向が 2 倍あります。APIを使用することで、
チームは機能を大規模に追加できます。顧客レコードの更
新やチケットの作成、サポートソフトウェアへのチケットデー
タの移行、ユーザーの一括編集などを迅速に実行すること
や、顧客レコードを検索して必要な情報を簡単に見つけるこ
とができます。API インテグレーションを使用しているデジ
タルネイティブでは、初回応答時間が 61％、リクエスタ待
機時間が 55％も低減しています。

• チャネルを追加して統合し、カスタマーエクスペリエンス
を向上させる。ライブチャネルを追加することは、チャネ
ルミックスを完成させるのに最適です。ライブチャネルは、
Zendesk 導入企業の間で急成長しているだけでなく、優れ
たパフォーマンスを発揮するためです。電話やチャットサポー
トで処理されるチケットは、顧客満足度は高く、再オープン
されることも少なく、初回解決時間が短い傾向があります。
また、メールや Web フォーム、電話、チャット、セルフサー
ビスを組み合わせた真の統合型全チャネルアプローチを採
用している企業では、顧客の応答の待ち時間を短縮し、問
題を迅速に解決しています。また、顧客がフォローアップを
求めない傾向もあります。

自動化や高度な機能を使用して、膨大な量のチケットを
より効率的に処理する。  

• 自動化アクションでチケットのボリュームを管理する。デジタル
ネイティブの中でもハイパフォーマーは、多数のエージェントを
擁し、大量のチケットを取り扱います。とはいえ、ハイパフォー
マーのエージェントは効率性が高いため、チケット対エージェン
ト比は、ローパフォーマーの倍以上もあります。ハイパフォーマー
は、他のグループよりもトリガを 50％多く使用して、重要なワー
クフローステップをエージェントに通知しています。さらに、自
動化の共有を約 70％多く使用して、ワークフローを最適化した
り、緊急のアクションを必要とするチケットをエージェントに警
告したりしています。

• 顧客情報の収集および整理方法を改善するための手順を実行す
る。デジタルネイティブグループのハイパフォーマーは、顧客デー
タを収集して整理するために 40％以上も多くチケットフォーム
を使用しています。チケットフォームにより、顧客は情報を前もっ
て共有することができ、エージェントは顧客データをチケットに
簡単に追加できます。ローパフォーマーと比較して、ハイパフォー
マーはほぼ 2 倍の顧客リストを使用し、NPS と顧客の好みを
調べるアンケート調査を通じて顧客基盤の重要な部分について
学んでいます。この情報に関する最良の次のステップは何でしょ
うか。これまでに学んだことを活用し、積極的に顧客に手を差
し伸べて、顧客がチケットを作成する前に問題に対処してくださ
い。 

• 主要なデータをプッシュして外部アプリに警告することで、効
率化する。デジタルネイティブグループのハイパフォーマーは、
webhook（Zendesk では「ターゲット」と呼ぶ）をローパフォー
マーの 2 倍の頻度で使用する傾向にあります。webhook は外
部アプリにデータをプッシュすることで、エージェントがツール
を切り替えてコンテキストを確認しなくても済むようにします。
そして、48 時間以上解決されていないチケットについて、テキ
ストメッセージを送信したり、緊急のチケットに関する通知を
Twitter ストリームに流すことができます。 

デジタルネイティブのベンチマーク

https://www.zendesk.co.jp/resources/roi-case-omnichannel-support/
https://www.zendesk.co.jp/resources/roi-case-omnichannel-support/
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デジタルネイティブのための適切なアプリ
とインテグレーションの追加

顧客情報

ナレッジとコンテンツ

生産性向上とタイムトラッキング

デジタルネイティブが使用しているアプリを調べた結果、最も人気の
あるカテゴリの人気アプリを紹介します。

条件設定フィールド
チケットフィールドをカスタマイズし
て、エージェントや顧客により良いエ
クスペリエンスを提供します。

最新チケットの表示
顧客が過去に作成したサポートリク
エストの情報を表示します。 

ユーザーデータ
チケットから顧客の全情報をエージェ
ントに渡します。 

記事検索
関連する記事を自動的に提案し、
エージェントはそれらの情報をチ
ケットに追加できます。 

タイムトラッキング
顧客のリクエストをより深く理解し、問
題の解決にかかる時間をより正確に把握
します。

Pathfinder
顧客が閲覧した記事やコミュニティ投稿
をエージェントが参照できます。

通知アプリ
エージェントの一部または全員にメッ
セージを簡単にブロードキャストします。
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ターゲット顧客別のベストプラクティス 

デジタルネイティブのベンチマーク
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ターゲットユーザー 問題 解決方法 ベンチマーク

BtoC のデジタルネイティブの場
合、急速な成長には、膨大な量
のチケット処理だけでなく、迅
速な応答を求める顧客の期待に
応えることも含まれます。

BtoB 企業では、エージェントに
よる顧客リクエストへの応答が
遅いため、リクエスタの待機時
間が長くなってます。

社内のヘルプデスクでは、しば
しばセルフサービスのコンテンツ
が不足しているため、チケット
作成が抑制したり、問題解決を
スピードアップすることができま
せん。

マクロ、自動化、セルフサービ
スを使用してチケット作成を抑
制する。チケット、タグ、満足
度などの顧客データを使用して
積極的な支援を行い、回答を
パーソナライズします。 

自動化を使用して、チケットの
見落としを防ぎます。チケット
フォームを使用して、やりとりの
開始時に顧客情報が提供される
ようにします。

ナレッジキャプチャーやコンテン
ツキューなどのツールを使用す
ると、チームは簡単にコンテン
ツを追加し、不足しているナレッ
ジを追加することができます。

BtoC デジタルネイティブは、
BtoB（834 件 / 日）および
社内ヘルプデスク（337 件 /
日）のわずかなチケット数と
比べ、1 日あたり 5,000 件の
チケットの中央値を表示しま
す。

BtoB デジタルネイティブのリ
クエスタ待機時間の中央値は
380 分で、BtoC 企業や社内
ヘルプデスクの約 2.5 倍です。

そうでない企業と比較して、
デジタルネイティブの社内ヘ
ルプデスクでは、ナレッジキャ
プチャーを使用した場合にセ
ルフサービス率が 8 倍向上し
ています。

BtoC

BtoB

社内ヘルプデスク

デジタルネイティブのベンチマーク

デジタルネイティブのベストプラクティスを、「BtoC」、「BtoB」、 
「社内ヘルプデスク」という 3 種類のターゲット顧客別に検討しました。

https://www.zendesk.co.jp/guide/features/knowledge-capture-app/
https://www.zendesk.com/blog/announcing-content-cues/
https://www.zendesk.com/blog/announcing-content-cues/
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新しいテクノロジーとアプローチでレベルアップ

Zendesk のソリュー ションチ ームに 6 年 以 上 勤
め、Groupon のような企業が顧客サポートのプラッ
トフォーム戦略を策定するのを支援してきた Greg 
Dreyfus 氏とチャットしました。 

彼は、デジタルネイティブのために最高のベストプラク
ティスを提供し、顧客との関わり方を改善しようとして
いました。

1. 人間と AI のバランスのとれたサポート。ガートナー
は、2022 年までに、顧客とのやりとりの 72％に、
機械学習アプリ、チャットボット、モバイルメッセー
ジなどの新しい技術が必要となると予測しています。
AI が普及しても、人間のエージェントは複雑な問題
に答えるために、また AI を使用して活用できるスク
リプトを作成する必要があります。Answer Bot と
AI を使用して、機械学習を使用して顧客の質問に答
え、Chat Conversations API を使用して、チャッ
トにボット機能を追加できます。

2. すべての顧客タッチポイントにサポートを組み込む。
Web サイトやモバイルアプリ、または別のプラット
フォームのいずれの場合でも、Web Widget および
モバイル SDK を使用して、顧客サポートをネイティ
ブ環境に接続することを開発者にお勧めします。結
果：顧客は使用しているデバイスからいつでも好き
なときに、ライブチャット、セルフサービス、または
チケット送信機能にアクセスできます。

3. 新しいチャネルインテグレーションを追加する。イ
ンテグレーション（双方向のチケット作成サービ
ス）を使用して、他のチャネルでの顧客の会話を
サポートソフトウェアに取り込むことができます。
Yelp、アプリストア、Amazon、eBay の評価やレ
ビュー、または Reddit や Quora などのコミュニティ

内のコメントからチケットを作成します。Facebook 
Messenger、Instagram、Pinterest、WhatsApp
などのチャネルからチケットを受け取れるようにする
ことで、ソーシャルメディアとメッセージングをより密
接に活用することができます。

4. API でプラットフォームを拡張する。デジタルネイ
ティブは、既存のアプリや API を使用してサポートソ
リューションを他のシステムに接続できるように、ソ
フトウェアに対するベスト・オブ・ブリードのアプロー
チを採用する可能性が高くなります。API を使用す
ると、複数のシステム間で情報を同期させることがで
き、顧客レコードなどのデータを厳格に一元管理でき
ます。 

5. 共有レポーティングシステムを使用してチームどうし
の協力関係を強化する。指標、リードスコア、コンバー
ジョン率、解約率へのアクセスを共有することで、サ
ポートチームが他のチームとの共同作業を容易にし、
顧客を長期的に保持するカスタマーサクセス戦略を
追求します。ほぼすべてのデジタルネイティブは、ア
ナリティクスでデータを分析して、顧客に提供するサ
ポートを改善しています。

6. 顧客データの保護に細心の注意を払う。ロールベー
スで制御し、チームメンバーの部門、役割、および
年功に基づいてデータへのアクセスを管理することを
お勧めします。企業はまた、個人情報の取り扱いに
関する手続きや、疑わしいハッキングやマルウェアを
処理する方法について従業員を訓練する必要があり
ます。また、保管時や転送時のデータの暗号化、デー
タ損失の防止、リムーバブルストレージデバイスの使
用状況の監視などの管理を行う必要があります。

https://www.zendesk.co.jp/answer-bot/
https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/chat/conversations-api
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改革が必要な理由
リーダーが成果を上げる方法

優れたサポートチームは、より多様なチャネルミックスと、必要に応じてサポートソリューションをカスタ
マイズできる高度な機能を含む堅牢な戦略を持つ傾向にあります。 

サンプル全体で、ハイパフォーマーでは Zendesk の機能を使用することで改善が見られます。

チャネル全体に埋め込まれたサポートにより、一貫性のある接続されたカスタマーエクスペリエンスを実現

Zendesk 機能 機能 改善

Zendesk を通じてチケットを管理しながら、
ソーシャルメディアからの顧客のリクエストに
応えます。

顧客がどこにいても、Web Widget が Web
サイトやモバイルアプリ、サービスのどこに埋
め込まれていても、直接サポートを提供できま
す。 

• リクエスタの待機時間を 50％短縮

• Alexa ランキングの中央値は 15,000
であり、ソーシャルチャネルを実装し
ていない企業では 69,000

• 応答時間を 35％短縮

• リクエスタの待機時間を 45％短縮

• チケット処理量が 2 倍に増大 

ソーシャルメディアインテグ
レーション

統合された Web Widget

改革が必要な理由リーダーが成果を上げる方法
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問題の自己解決を可能にするインテリジェントなセルフサービス

セットアップとカスタマイズ、保守が容易なエージェントワークフロー

Zendesk 機能

Zendesk 機能

機能

機能

改善

改善

機械学習を使用して、顧客の問題の解決に役
立ちそうな記事を提案します。

エージェントへのチケットの表示方法を改善
することで、チケットが正しい順序で処理さ
れるようにします。

エージェントが新しいコンテンツを作成し、記
事へのリンクをチケットに挿入し、改善の必要
なコンテンツにフラグを立てられるようにしま
す。

エージェントが情報を共有したり、応答を要
求したり、他のチームとプロセスを開始した
りすることができます。

エージェントの能力に合わせて適切なチケッ
トをアサインすることで、ワークフローを効
率的に回転させることができます。

• 解決時間を 50％短縮

• エージェント対チケット比が 5 倍向上

• セルフサービス率が 2 倍向上  

• ナレッ ジ コ ン テ ン ツ の 充 実 化 に 
協力するエージェントが 4 倍増

• 75％のチームがコミュニケーションがシン
プルになったと回答し、エージェントによ
るチケット解決が迅速化された *

• 68％が「スキルベースルーティングにより
ワークフローを効率化し、生産性を向上
させることができた」と述べている *

*2018 年の TechValidate 調査の結果を参照してください。

Answer Bot

ガイドモード

ナレッジキャプチャー

サ イド カ ン バ セ ー シ ョ ン 
（コラボレーションアドオンの
機能）

スキルベースルーティング

改革が必要な理由リーダーが成果を上げる方法
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サポートチームを比較するための次のステップ
あなたはどのような観点で比較してみたいですか？デジタルネイティブの業界別およびターゲット顧客別
の Zendesk ベンチマーク指標をご覧ください。

月間チケット数

CSAT（顧客満足度）

サポートチームを比較するための次のステップ

ターゲット顧客別の月間チケット件数
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初回応答時間

リクエスタの待機時間

サポートチームを比較するための次のステップ

ターゲット顧客別の初回応答時間

複数 BtoC BtoB 社内
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ターゲット顧客別のリクエスタ待機時間
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業界別の初回応答時間
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業界別のリクエスタ待機時間
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調査方法

エンタープライズ向けソリューション 

Zendesk を大企業向けにカスタマイズする方法の詳細をご覧ください。

このレポートでは、従業員 1,000 人以上、エージェント 100 人以上を擁する企業を「エ
ンタープライズ企業」として定義しています。Zendesk ベンチマークに参加したエンター
プライズ企業 170 社のサンプルの検討に際し、t-SNE（t 分布型確率的近傍埋め込み）
と呼ばれる次元削減アルゴリズムを使用しました。t-SNE は、データセットの元の高
次元空間における近接アカウントを、二次元に埋め込まれた近接アカウントに対応させ
ます。結果データの外観検査により、9 つの明確なクラスタが示されました。このデー
タ分析では、クラスタ境界を定式化し、データにタグを付けるために、ノイズを伴う密
度汎関数空間クラスタリング（DBSCAN）を使用しました。各クラスタは、それぞれ
の特性を定義するために解析されました。

https://www.zendesk.co.jp/enterprise/
https://www.zendesk.co.jp/benchmark/

