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業務を効率化し、顧客の期待に応えていくうえで、サポー
トのオムニチャネル化が必要であることを理解していた
としても、どうやってそれを実現していけばよいのか、
という疑問が残ります。 

さて、企業はオムニチャネルサポートソリューションをど
のように導入したらよいのでしょうか。

Zendesk ベンチマークには Zendesk の顧客企業 45,000
社から集めた製品の利用状況データが含まれています。
これらのデータを参考にして、新しいチャネルの導入、
既存チャネルの統合、適切なテクノロジーパートナーと
の連携などについて、さまざまなベストプラクティスを
手にすることができます。

さらに、セルフサービスをどのように設定すべきかにつ
いても詳しく解説しています。セルフサービスは、オム
ニチャネルサポートに欠かせない柱として注目を集めて
いるチャネルです。セルフサービスを活用して、企業は
チケット数を削減し、顧客の問い合わせに迅速かつ簡
単に回答することができます。また、ヘルプセンターの
改善に積極的に取り組む企業には、顕著な効果も表れ
ています。

はじめに

http://zendesk.co.jp/benchmark/


オムニチャネルサポート導入のすすめ

4

チャネル戦略 6 つのヒント

01
顧客を理解してライブチャネルの展
開に反映する
 
 
大半の企業は、チャネルを増やしつつあり、
BtoC でも BtoB でも、起業した最初の月に
約 3 つのチャネルを開始しています。メール
や Web フォーム、セルフサービス、ライブチャ
ネルについて横断的な展開戦略を計画する
には、顧客からのよくある問い合わせや顧客
の好みについて理解したことを反映していく
必要があります。

05
BtoC 企業はいち早く新しいチャネ
ルの追加を進めるのが正解

BtoB 企業や社内利用よりもチケット数が多い
BtoC 企業にとっては、新しいチャネルの導
入が非常に有効です。BtoC 企業は、他の業
種の企業よりも平均して約ひと月早く5 つの
チャネルを展開しています。

06
カスタマージャーニーに合わせて
チャネルを統合する

最良の顧客体験を提供するには、チャネル
間の統合が重要な要件となります。一般的な
タッチポイントでのチャネル間の連携の仕方
や、ビジネスルール、ルーティングによって、
サポートチームの業務を簡略化できる箇所を
特定しておきます。

02
新しいチャネルでは、より多くの顧
客の問い合わせに応答し、迅速に
問題が解決されることが期待される

一般的に、チャネルの提供を開始した直後
は、チケット数が増加する傾向があります。
これは、以前は問い合わせをしてこなかった
ような顧客に新しいチャネルが提供されたこ
とが原因です。新しいチャネルが開始される
と、チケット数に占めるメールの割合は大き
く減少します。また、エージェントが応答し
てからチケットが解決されるまでの時間が短
縮されるため、全体としてサポート効率が向
上する傾向があります。

04
セルフサービスはアジャイル型のア
プローチで最良の結果を

優れたセルフサービスの重要性を踏まえれ
ば、ヘルプセンター構築への積極的な取り組
みが欠かせません。継続的にヘルプセンター
のコンテンツを追加している企業は、セルフ
サービスがチケット数の削減に貢献し、最高
のパフォーマンスを発揮することを実感して
います。

03
適切なテクノロジパートナーと提携
することでサポートの品質を改善で
きる

チャネル対応において統合的なアプローチ
を採用していない企業と比較して、統合的な
アプローチを採用している企業では、エー
ジェントがチケットに応答してから解決さ
れるまでの時間が 10％短縮されています。
Zendesk では、従業員の管理、エージェント
のトレーニング、顧客調査などに役立つ標準
のアプリセットをご用意しています。
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企業は新しいチャネルの追加に関心があって
も、その運用に伴うチケット数の増加に不安を
覚えるかもしれません。では、チケット数の増
加を気にすることなく新しいチャネルを展開す
るにはどうしたらよいでしょうか。 

Zendesk では、業界や規模の異なる企業がチャ
ネル展開をどのように計画したかに注目し、オ
ムニチャネル化において組織が考慮すべき要
素について考察しました。

チャネル戦略を計画する
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メールと Web フォームは顧客とリアルタイムなやりとりを必要としない
ため、企業が最初に導入するチャネルとして最適です。ライブチャネ
ルを追加する前にサポート業務の課題を解決し、現状のスタッフ体制
を続ける余裕を持つことができます。また、最もよく寄せられる問い
合わせに関する情報を収集し、セルフサービスのコンテンツをヘルプ
センターに取り込むこともできます。

メール、Web フォーム、およびセルフサービスの提供をひととおり終
えたら、次のステップは、ライブチャネルをスタートさせるか、既存
のチャネルを統合します。この場合、企業の対象顧客によって、適切
な展開戦略が異なります。BtoC 企業や社内サポートデスクの場合は、
Facebook、チャットの順でチャネルを追加する傾向があり、一方 BtoB
企業では、チャットを追加した後、電話サポートに続いて Facebook
を追加する傾向があります。 

ほとんどの企業は、複数チャネルの提供を迅速に完了します。一般的
に BtoC 企業であっても BtoB 企業であっても、ひと月に 3 つのチャネ
ルを展開しています。また、最初のライブチャネルを導入するのに約
ひと月かかっているものの、2 か月も経たないうちにさらに別のライブ
チャネルを追加しています。

BtoC 企業は一般的に、新しいチャネルをスピード感を持って追加して
いきます。実際、BtoC 企業は、BtoB 企業や社内サポートデスクより
もひと月以上早く5 つのチャネルを整備し、多様なチャネルに対応す
る傾向があります。この背景には、BtoC 企業が BtoB 企業や社内サポー
トデスクの約 3 倍の顧客にサービスを提供していることが挙げられま
す。

顧客を理解してライブチャネルの展開に反映
する 

企業全体の傾向として、チャネルの展開方法に共通する
パターンが認められます。まず、メールや Web フォーム
など、顧客とのリアルタイムなやりとりをしないチャネル
からスタートし、次にセルフサービスを展開します。調査
企業の大半は、Zendesk を導入した最初の 1 か月以内に、
ライブチャネルを活用してカスタマーエンゲージメントを
強化しようとしています。
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電話とチャットは、企業の対象顧客に応じて特定のベンチマーク
に従う必要があります。各チャネルにスタッフを配置する場合は、
エージェントがフォローアップと文書化を行うための時間をバッ
ファとして必ず設けるようにしてください。また、ライブチャネル
サービスの開始時に、サポートを提供する顧客数の制限を検討す
ることで、すべての顧客にリアルタイムサポートを提供する前に問
題を解決することもできます。

ライブチャネルのベンチマーク

BtoC BtoB 社内

電話サポートの 
平均通話時間

2.9分 4.2分 2.8分

1日の平均 
チャット数

72 26 25

チャットあたりのエージェントの
メッセージ数

4.8 5.2 4.5

*1 日に 10 件以上のチケットを解決
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新しいチャネルを追加すると、より多くの顧客の問い合わせに応答し、
顧客を待たせることなく問題解決までの時間を全体的に短縮すること
ができます。

チャネルを追加する前後 60 日間のサポートチームの指標を見ると、新
しいチャネルの開始直後にチケット数が急増する傾向が認められます。
その増加の大半は、新しいチャネルの提供によって、以前は問い合わ
せをしてこなかったような顧客を刺激したことによるものだと考えられ
ます。

SMS、モバイル Embeddables、Web Widgets などは、顧客が手軽に
チケットを作成しやすいチャネルであるため、チケット数は全体的に
最も高くなります。つまり、これらのチャネルが、初めてサポートチー
ムに問い合わせをする顧客を増やすことになるというわけです。 

Twitter や Facebook などのソーシャルメディアは、チケット数の変化
に影響することはほとんどなく、新しくサポートを利用する顧客の増加
にはつながりません。また、新しいチャネルを導入すると、メールで
の問い合わせの割合は、全体で最も大幅に縮小します。 

さらに、チャネルを追加することで、顧客の待ち時間（エージェントが
応答してからチケットが解決されるまでの時間）も全体的に短縮され
ます。Zendesk ベンチマークの調査企業の場合、顧客の待ち時間を
最も大幅に短縮するのは Twitter、SMS、チャットで、Twitter の場合
は約 22％、SMS とチャットでは約 16％の時間短縮となっています。

新しいチャネルでは、より多くの
顧客の問い合わせに応答し、迅速
に問題が解決されることが期待さ
れる
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非同期チャネルからセルフサービス、ライブチャネル、さ
らには AI にいたるまで、各種チャネルを追加する際は、
業務の効率化に重点を置き、顧客のために各チャネルを
連携させることが重要です。

シームレスなオムニチャネル対応の実現は、企業に
とって今や最低限必要なものとされていながら、この
アプローチを採用している企業はまだごくわずかです。
Dimension Data 社の調査によると、企業の 70％近くが
まだチャネルを統合してないか、統合していてもチャネ
ルの数が非常に少ないのが現状です。とはいえ、80％
の企業は、2 年以内にすべてのチャネルまたはほとんど
のチャネルを統合することを目指しています。

これまで Dollar Shave Club や Deckers など、700 社以
上の企業のサポートチームの立ち上げを支援してきた
Zendesk Solutions チームの Tom McConnell は、チャ
ネルの統合化とサポートチームの業務改善に関するヒン
トを公開しています。

チャネルとスタッフを統合する 
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カスタマーエクスペリエンスを顧客の立場から理解する
カスタマーエクスペリエンスについて目標と指標を一致させる必要
があります。顧客、会社、行動履歴といったデータの記録をすべて
システムで一元管理するには、顧客データを統合的に表示できる
ビューが欠かせません。Zendesk は、これを実現できる最適なソフ
トウェアソリューションです。

細分化を一掃する
問題を手動で整理しようとすると細分化が進み、サポート業務の効
率が低下します。細分化が進むと作業負荷が増え、カスタマーエク
スペリエンスを統一できないばかりか拡張性がなくなるため、決し
て望ましい環境とは言えません。最良の解決策は、それぞれのカス
タマーサポートチャネルを完全に統合することです。つまり、顧客に
関する記録を一元管理し、チケットを分断させないようにします。

ライブチャネルと非ライブチャネルのバランスをとる 
サポートスタッフを複数のチャネルへと適切に配分する必要がありま
す。顧客からのチャットや電話の件数は 1 日の中で変動が多いため、
スタッフを適切に配分し、勤務時間外や通話の合間にメールや Web
フォームに対応できるようにすれば、チャネルの数が増えても生産性
を維持することができます。

検索の失敗からチケットが作成される箇所を見つける
顧客の行動を分析し、セルフサービスの利用中にチケットが作成さ
れる箇所を特定できれば、セルフサービスの記事を改善し、顧客の
抱えている問題に効果的に答えることが可能になります。顧客が自分
で回答を見つけられるようにサポートすることで、エージェントは複
雑な問題や緊急度が高い問題への回答に集中できます。

電話サポートを戦略的に提供する
すべての顧客に電話サポートで対応するのではなく、顧客を長い時
間待たせる恐れがある場合には、エージェントがどのチャネル経由
のチケットでも電話サポートにエスカレートできるようにするリクエス
トコールモデルを試してみてください。たとえば、チケットに再度接
触があったときに、問題解決のために電話対応が必要かどうかを顧
客に尋ねるトリガを設定することができます。

チャットに適した Web ページを選ぶ 
セールス、顧客オンボーディング、エラーページなどはチャットに最
適です。多くの企業は、販売後に表示されるページだけでなく、販
売前に閲覧されるページにもチャットを設けています。取引が失敗し
た場合や 404 エラーが生成されたときなど、エラーページからチャッ
トを積極的に行うことで、顧客の信頼を獲得している企業も最近増え
ています。

通知には SMS を積極的に活用する 
商品の配達日や、緊急度の高い注意を要する情報がある場合は、
SMS 経由で積極的に通知します。

 

 
問題のタイプに応じて最適なエージェントを配置する  
問い合わせが多い問題とそれぞれの平均解決時間を特定すること
で、ルーティングルールを最適化できます。これにより、適切なエー
ジェントに顧客をすばやく誘導し、問い合わせ内容に最も適したチャ
ネルを選択できます。

適応力のある多才な人材をエージェントに採用し、マル
チタスキングを取り入れる
Dimension Data 社の調査によれば、2/3 の企業には、さまざまなサ
ポートチャネルやスキルに幅広く対応できるエージェントが存在して
います。Zendesk ベンチマークのデータも、同様の状況を示してい
ます。Zendesk ベンチマークの調査対象企業では、マルチタスクエー
ジェントの数は 2017 年 1 月以来、平均で 3 倍になっています。これ
は、チーム内で能力を高め、スキルを横断して顧客の問題を迅速に
解決できる、適応力あるエージェントの採用が進んでいることを示し
ています。
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テクノロジーパートナーが提供するアプリとインテグレー
ションの活用により、サポートチーム内で効果的なコラ
ボレーションが可能になり、プラットフォームやツールを
切り替えても、同質のサービスを顧客に提供できます。
実際、Zendesk ベンチマークのほとんどの企業がこうし
たアプローチを採用しており、アプリとインテグレーショ
ンのいずれか 1 つを使用している企業は調査対象企業
の 60% にも及びます。 

テクノロジーパートナーのアプリとインテグレーションに
よって、サポートチームは顧客の問い合わせに迅速に
対応できます。アプリを 1 つでも使用していた企業は、
アプリを使用していない企業と比べ、顧客の待ち時間が
10% 改善しています。

例えば、Zendesk Support、Zendesk Guide、Zendesk 
Chat、Zendesk Talk を組み合わせるなど、はじめにチャ
ネルをネイティブ統合することを検討してから、必要に
応じてアプリとインテグレーションの追加を検討すること
をお勧めします。

Zendesk では、すべての企業にとって Zendesk がサポー
トプラットフォームの標準となるよう、また、各企業が
業界やターゲット顧客のニーズに基づいて必要なテクノ
ロジーを組み合わせられるよう、最高のテクノロジーパー
トナーのアプリとインテグレーションを取り揃えていま
す。

適切なテクノロジー
パートナーを増やす
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企業の規模、業種、ターゲット顧客に関係なく、あらゆる企業に
有効なのがこれらのインテグレーションです。その理由は、統合
を検討する際に、面倒な設定をすることなくそのまま使えるからで
す。

標準的なテクノロジーの組み合わせ：  
あらゆる企業のチャネル統合に有効な 
インテグレーション

ダッシュボード Geckoboard ダッシュボードを提供し、メール、Webフォーム、チャット、電話サポー
トを含むマルチチャネルの指標と KPI を視覚化します。

労働力管理 Tymeshift タイムトラッキング、人員管理、エージェントスケジューリングツー
ルを使用してチャネル間で人員を調整します。

顧客との 
コミュニケーション手段

Facebook、Twitter、
Instagram、WeChat、
Telegram、Viber

他のメッセージングシステムやソーシャルチャネルでもサポートを提
供できるようにすることで、顧客との会話を容易にします。

エージェントの
トレーニング

Lessonly 技術の習得やオムニチャネルシナリオの練習など、エージェントの
トレーニング環境を提供します。

品質保証 Maestro QA Zendesk Support と Zendesk Chat に合わせたソリューションで質
の高い回答をエージェントが提供できるようにします。

翻訳 Unbabel 翻訳および多言語サポートにより、世界中の顧客に向けてコンテン
ツを作成できます。

顧客アンケート SurveyMonkey、 
Survey Pal

CSAT や NPS® などの KPI を追跡して、チームのパフォーマンスを測
定します。
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ゲーム会社は、ユーザーとのやりとりが欠かせません。モバイル
アプリや Web ページにシームレスに統合される埋め込み可能なア
プリなど、ゲームの世界観を損なうことなく顧客の問題をすばやく
解決するインテグレーションが特に重要になります。

ゲーム会社の場合

アプリ評価 AppFollow、Google Playレ
ビュー、ReviewBot

アプリレビューの監視と対応を行います。

メッセージング Discord ゲーマーとの情報交換や、質問への回答が行えます。
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小売業および e コマース企業は、テクノロジーパートナーのイン
テグレーションを活用することに重点を置くべきです。その理由は、
顧客が望むチャネルを利用してシームレスなカスタマーエクスペリ
エンスと、パーソナライズされたサービスを提供することで、顧客
満足度とロイヤルティを高めることができるからです。

小売業および e コマース企業の場合

会社と製品の評価と 
レビュー

Trustpilot、Yext、Yotpo ソーシャルプルーフを得るために、会社と製品についての評価レ 
ビューを収集して表示します。

チャネル通信 ChannelReply AmazonやeBay経由での顧客とのコミュニケーションを管理しま
す。

eコマース & CRM BigCommerce、 
Magento、Shopify

eコマースプラットフォームとサポートソフトウェアを連携すること
で、エージェントに顧客の重要な行動履歴を提供します。

ワンクリックの電話 
サポート

SnapCall 会社のWebサイトから顧客が直接電話をかけたり、重要な顧客情 
報にエージェントがアクセスできるようにします。

Instagramチケット Instagram Instagramのコメントからシームレスにサポートチケットを作成し 
ます。
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マーケットプレイス企業は、製品やサービスを所有せず、他社の
製品やサービスを自社のプラットフォーム上で取引させるビジネス
モデルであるため、顧客の信頼とロイヤルティを獲得することに
重点を置いています。こうした企業では、スピード感をもって規模
を拡張しつつ、シームレスなカスタマーエクスペリエンスを提供で
きるインテグレーションが有効です。

マーケットプレイス企業の場合

メッセージング Slack トリガを複数のチャネルにマッピングし、Zendeskのチケットに更 
新があった際にリアルタイムに通知します。

エージェントの人員管理 Directly 製品と企業に関するエバンジェリストが顧客の質問に答えます。 
エージェントのキャパシティを簡単にスケールアップできます。

ビデオ Vidyard、Wistia 複雑な問題の解決において、エージェントがビデオをサポート用 
ツールとして活用できるようにします。
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SaaS 企業の場合、機能横断型のチームが連携して顧客の問題解
決に取り組ませることが重要です。この業種の企業には、製品の
ロードマップに顧客のフィードバックを迅速に組み込むことができ
るインテグレーションや、エージェントとのコラボレーションを促
進するインテグレーション、顧客とのコミュニケーションを効率化
するインテグレーションの検討をお勧めします。

SaaS 企業の場合

メッセージング Slack チケットが割り当てられたチームに注意を促したり、レポートを投稿
したり、製品の問題やサービスの中断について通知したりします。

プロジェクト管理 JIRA、Trello プロジェクト管理ツールにチケットシステムを追加し、コラボレー 
ションを促進します。

画面共有サポート CloudApp、ScreenMeet、 
TeamViewer、Zoom

ビデオの画面共有、共同ブラウジング、リモートサポートを使用して、
顧客からの問い合わせを迅速に解決します。
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Zendesk の調査によると、セルフサー
ビス型のサポートは、企業の規模、対
象顧客、サポートチームの体制に関
係なく、あらゆる企業が真っ先に立ち
上げるチャネルの 1 つになっています。

セルフサービス型のサポートが顧客満足度を左右すると
いう認識が浸透しつつあります。

顧客の 76% がメールや電話よりもセルフサービス型のサ
ポートを好み、また、半数以上の顧客は、疑問に対する
回答がすぐに見つけられない場合は購入をやめてしまう、
という結果が出ています。

こうしたセルフサービス型サポートの重要性を踏まえた上
で、企業はどのようなサポートを提供していく必要がある
のでしょうか？

そこで、Zendesk ベンチマークを使用して、500 社の顧
客企業のヘルプセンターのサンプルを抽出し、優れたヘ
ルプセンターの特徴を調査しました。ヘルプセンターの
品質に関する指標に基づいて分析してみると、ヘルプセ
ンターを構築するためのベストプラクティスと、企業がど
のようにアプローチを積み重ね、顧客や業界をターゲティ
ングすればいいのかが見えてきました。

セルフサービスの提供： 
使えるヘルプセンターの作り方



オムニチャネルサポート導入のすすめ

18セルフサービスの提供：使えるヘルプセンターの作り方

ヘルプセンターを構築し運用するにあたり、企業が優先すべき点は何でしょ
うか。できるだけ早くヘルプセンターを開設する、幅広いトピックをカバー
する、エージェントと顧客とのやりとりをできるだけ少なくするなど、いくつ
か目指したいポイントがあるはずです。

Zendesk ベンチマークのデータからクラスター分析をしたところ、ヘルプセ
ンターの構築方法は、次の 3 つのタイプに分類できることが明らかになりま
した。

ヘルプセンター構築 3 つのタイプ

01
アジャイル型でコツコツと充実を図
るタイプ

このタイプに分類される企業は、プロアクティ
ブなアプローチでヘルプセンターの構築に着
手しています。まず一般的な FAQ の記事を
いくつか作成し、それからコンテンツを徐々
に増やしています。

最も多く検索されたコンテンツを元にヘルプ
センターを立ち上げることによって、最小限
の投資で顧客の疑問に答えており、継続的
なメンテナンスと定期的なコンテンツアップ
デートのサイクルによりナレッジを着実に増
やすと共に、質の向上も図っています。

02
はじめからコンテンツを充実させる
タイプ

このタイプの企業は、これまでに積み重ねて
きた社内ナレッジを重要視しています。はじ
めから豊富なのコンテンツを準備する一方
で、ヘルプセンター開設後は情報のアップ
デートをおろそかにしてしまいがちです。

このような場合には、既存のヘルプセンター
から過去の記事を引き出して有効活用するこ
とで、エージェントは顧客からの問い合わせ
を解決することに集中できます。しかし最初
に準備されたコンテンツが十分でない場合、
定期的にアップデートしない限り、せっかく
公開されたコンテンツもすぐに陳腐化してし
まいます。

03
はじめから完璧を目指すタイプ

このタイプの企業は、公開前に、顧客から見
て完璧と思える完成されたヘルプセンターを
構築しようとします。事前に何百もの記事を
精査し、オープンと同時にすべてを公開しよ
うとするのです。

ヘルプセンターの開設を遅らせるほど、企業
はより適切な記事を選別し、想定外の質問に
も答えられるような記事を用意できるかもし
れません。しかし、ここに時間をかけること
で新しい記事を作る機会を逸し、公開記事へ
の関心が時間の経過と共に薄らいでしまう可
能性があります。
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アジャイル 開 発 で、 包 括 的 な 
サポート構築を目指しましょう

ご紹介した3つのタイプのうち、どの企業がセルフサービス型のサポート
を牽引していくと思いますか？ 答えは、アジャイル型の企業です。

アジャイル型の企業は、継続的にセルフサービスの開発とメンテナンス
を行うため、図で示したとおり高いスコアを示しています。これは、ヘルプ
センターで問題を解決しようとする人が多く、セルフサービス率が高いこ
とを意味します。

アジャイル型でヘルプセンターを運用する企業では、セルフサービスの
割合が他の2つのグループを上回ります。セルフサービスの割合とは、チ
ケット数に占めるセルフサービスの閲覧数です。Zendeskではこの指標
を通じて、ヘルプセンターがどれくらいチケットの削減に対して貢献して
いるか、どれくらい顧客のニーズに応えているかを判断しています。それ
ぞれの中央値を見ると、アジャイル型の企業は4.4、アップデートがほと
んどない企業は2.4、完璧主義な企業は2.9となっています。

関連記事が検索結果によく出てくるというのも、アジャイル型企業のヘ
ルプセンターの特徴です。「検索結果なし」と表示される割合が、アジャイ
ル型では29％なのに対して、他の2つのタイプの企業では40％以上とな
りました。

アジャイル型の企業にはもう一つの特徴があります。記事を作るのに 
チーム内でより広くナレッジを共有することにフォーカスし、効果的な記
事を作成しようとする傾向がある点です。アジャイル型企業には5.4人の
記事作成者がいるのに対し、アップデートがほとんどない企業は2.4人、
完璧主義な企業は3.6人となっています。

こうしたアジャイル型企業の特徴について分析したところ、その半数以
上がBtoB企業であるということが分かりました。企業を顧客とするBtoB
企業が、この“優等生”グループの大半を占めているのです。

3つのタイプのうちどこに属していたかに関係なく、BtoB企業のセルフ 
サービスの割合平均は4.1で、BtoC企業の2.9、社内で利用しているケー
スの2.2ポイントを大きく上回っています。また、カテゴリ、セクション、記
事の数も多い、総合的なヘルプセンターを構築していているのもBtoB企
業です。特に記事の数ではBtoC企業より25%も多く、社内利用のケース
にいたってはその2倍の記事を用意していることがわかりました。

どれだけ総合的なヘルプセンターを構築できているかは、業界別のヘル
プセンターの品質ランキングにも関係しています。セルフサービスの割
合と記事数の平均がいずれも高いのは、Webホスティングサービス業、
製造業、ソフトウェア業界です。一方、エネルギー、観光、小売業界はセル
フサービスの割合が低く、記事数も平均を下回っています。

100   
0

1

2

3

4

5

6

7

8

150   200   250   300   350   

小売業

ソーシャルメディア

その他

金融
Webアプリ

教育

製造

非営利

エンターテイメント

不動産

コンサルタント
サポート

ソフトウェア

ホスティング

マーケティング
医療

メディア

エネルギー
旅行

ヘルプセンターの記事数

セ
フ

ル
サ

ー
ビ

ス
率



オムニチャネルサポート導入のすすめ

20セルフサービスの提供：使えるヘルプセンターの作り方

問い合わせ TOP5 の記事から始める 

Zendesk ベンチマークのデータによると、毎
日閲覧されている記事のうち約 40％を閲覧
数トップ 5 の記事が占めています。アジャイ
ル型企業にならって、まずはよくある問い合
わせに答える内容の記事から作成を開始し、
その後、より複雑な問い合わせへの回答を
作成していくとよいでしょう。

よくある問い合わせ TOP5 をカバーした後は、
よくある問い合わせのカテゴリを作っていくこ
とをお勧めします。理由は、各カテゴリにお
いてトップ 3 に入る記事が、デイリー閲覧数
の 50% 超を占めているからです。

それでは、どのトピックから手をつければよ
いのでしょうか？Zendesk のチケットフィール
ドは、どのカテゴリの問い合わせが多いのか
をトラックできる機能です。この機能を使え
ば、顧客が頻繁に問い合わせをしてくるトピッ
クを確認し、ヘルプセンターに必要なコンテ
ンツを組み立てていくことができます。

さらに、Zendesk Guide Enterprise に追加さ
れた Content Cues 機能（現在、 英語対応
のみ）を使えば、ナレッジコンテンツのどこ
にギャップがあるかを知ることができ、また、
次にどのようなコンテンツを作るべきかを AI
が予測してくれます。

セルフサービスへの投資がカスタマーエクスペリエンスの劇的な向上につな
がることは明らかです。ナレッジコンテンツは、顧客を直接サポートするだ
けでなく、顧客が最終的にサポートチームに問い合わせをすることになった
際にも役に立ちます。ナレッジコンテンツのリンクが貼られた問い合わせで
は、やりとりの時間が 23% が減り、チケットの再オープン率は 20％も削減。
一方で、CSAT スコアは 2% 向上するという結果が得られています。

高い成果を叩き出すセルフサービスを運営する企業では、コンテンツが顧
客のニーズを満たしていることを確認するための共通戦略があるようです。

ヘルプセンターの構築を分担する

最良のヘルプセンターの構築には、コンテン
ツ作成の権限を持つエージェントが不可欠で
す。また、エージェントの専門分野を特定し、
そのエージェントに適したコンテンツの作成
を分担するのがお勧めです。理想的には、
公開前に少なくとも 2 人以上にレビューをし
てもらいましょう。

エージェントに記事を書いてもらうと、顧客
のニーズに対してエージェントが持っている
独特の考えを活用できるようになります。顧
客と実際にやりとりをしているのはエージェ
ントであり、常に体系化された知識に基づ
いて顧客にとって最適な情報は何かを考えて
いるからです。だからこそエージェントはセ
ルフサービスのコンテンツと顧客ニーズとの
ギャップに気づくことができるのです。

ナレッジコンテンツを段階的に作るために、
承認と公開のワークフローも活用してみてく
ださい。制作からレビュー、公開までのフ
ローを効率化することができます。Zendesk 
Guide Enterprise の Team Publishing 機 能
を使うと、マネージャーが記事のアップデー
トを行うエージェントをアサインできるので、
どの記事に着手すればよいかをメンバーに
明示できます。

エージェント同士の連携と自動化に注力して
みる

Riot Games 社は、ヘルプセンターの構築に
おいてエージェント同士がうまく連携できて
いる好事例で、平均 5.6 人のエージェントが
各記事の制作に関わっています。世界中にあ
るサポートチームには 500 人以上のエージェ
ントがおり、毎年 300 万件を超えるサポート
チケットが届きます。

エージェント同士の連携によって進化を続け
る総合的なヘルプセンターのおかげで、Riot 
Games 社は自動化の機能を活用しながら
顧客への適切な記事と回答の提供を可能に
しています。また、カスタムビルドアプリと
Answer Bot を用いて顧客の待ち時間を削減
したり、エージェント間のたらい回しを防い
だりしています。

こうした連携や自動化を実現できる簡単なプ
ラグインを求めている企業にお勧めなのが、
Zendesk のナレッジキャプチャーアプリです。
コンテンツ作成に有効なこの機能を使うと、
チケット対応の画面上でヘルプセンターを検
探したり、チケットコメントに関連記事のリン
クを追加したりできるだけでなく、チケットに
回答している間に新しい記事を書くこともで
きます。

ヘルプセンターの活用を促進するコツ

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204109423-The-About-Field
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204109423-The-About-Field
https://www.zendesk.com/blog/everyone-sme-self-service-economy/
https://www.zendesk.co.jp/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://www.zendesk.com/customer/riot-games/
https://www.zendesk.co.jp/apps/support/knowledge-capture/
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オムニチャネル化について詳しくお知りにな
りた い 方 は、Zendesk Suite をご 覧くだ さい。
Zendesk は、複数のチャネルで顧客とシームレ
スにやりとりするためのあらゆる機能を、シンプ
ルなパッケージとリーズナブルな価格でご提供し
ます。

https://www.zendesk.co.jp/suite/

