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01 はじめに

今や顧客はあらゆる場所からさまざま手段で迅速にサポ
ートを受けたいと希望するようになっており、そのような
期待は高まるばかりです。多くの企業にとって、このような
状況に対応していくのは容易ではありません。サポート業
務の規模によっては、コミュニケーションチャネルを1つ
に絞り、サポート自体の品質向上に専念したほうが安全
かつシンプルに業務を進められるかもしれません。それ
も一理ある考え方でしょう。ただ、140か国、45,000企業
のデータを取り上げた「Zendeskカスタマーエクスペリエ
ンストレンドレポート2020」の調査結果によれば、パフォ
ーマンスの高いチームは、カスタマーサポートにオムニチ
ャネルアプローチを採用している割合が2倍高いというこ
とが明らかになっています。また、多くの企業が、これら
のチャネルで行われる顧客とのすべてのやり取りを会話
全体の一部と見なし始めています。

顧客との会話は、もはやメールや電話に限られたもので
はなくなっています。ときには、顧客が自分で答えを見つ
けたいと思うこともあるでしょうし、チャットボットを利用
して問題を解決したいと考えることもあるでしょう。ショ
ートメールやFacebookのダイレクトメッセージなど、家
族や友人との間で行っているのと同じ方法で企業と関わ
りたいと思う顧客が増えています。また、顧客が
Facebook Messengerで会話を始め、メールにその会話
を引用し、1週間後には電話で別の相手にその内容を伝
えることもあります。顧客は、チャネルの種類や自分の居
場所に関係なく、迅速かつパーソナルで一貫性のある体
験が思い通りに得られることを期待しています。今や、「
自然な会話」とはそういうものとして捉えられているので
す。

https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
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チャネルの種類の多さが問題ではない
いつでもどこでも会話できるシステムが複雑に
なってしまう可能性は確かにあります。オムニチ
ャネルサポートを提供することによって問題が
増えてしまってはならないことも承知していま
す。Zendeskでは、複数のチャネルを横断してシ
ームレスに顧客とやり取りを続けられるため、会
話が自然なものとなり、顧客とエージェントの
どちらにとっても優れたエクスペリエンスを提供
できます。顧客を中心として優れたサポートを提
供し、顧客のニーズが満たされるようにサービ
スを調整できます。

この取り組みを始めるには、いくつかの方法が
あります。多くの場合、顧客は、自分が好む窓口
や最もなじみのある問い合わせ窓口を使用しま
す。しかし、望んでいるものや好むものが、必ず
しも必要なものと同じであるとは限りません。ど
のチャネルを使用するかは、好みと同じくらい、
そのときの状況や使いやすさが大きく影響しま
す。実際、顧客はたまたまそのときにしていたこ
とに応じてチャネルを変えることがよくありま
す。

ポケットに携帯電話が入っていてインターネット
を利用できるなら、質問するのに手間はかかり
ません。たいていは、質問の複雑さやヘルプの見
つけやすさ、あるいは、答えを探している人が誰
で、何をしていて、答えをどの程度急いでいるか
のような状況に応じて、適切なチャネルは自ずと
明らかになります。重要なのは、そのチャネルが
何であっても、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ことです。このガイドをご
利用になれば、顧客の居場所に関係なく、見え
ないところで何が行われているかを顧客に感じ
させることなく、顧客と自然な会話を行う方法を
見つけ出せます。
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02  次世代の会話を促進

Zendeskの目標は、企業が顧客と自然な会話を簡単に行えるようにすること
です。自然な会話とは、複数のチャネルを横断してシームレスに継続する会
話です。Zendeskでは、このエクスペリエンスをビジネスの中でどのような形
にするかを決定する際に、顧客を意思決定プロセスの中心に据えるのに役
立つ指針も提供しています。Zendeskでは、これを「4つのC」と呼んでいま
す。適切な答えを導き出すには、会話（Conversation）、カスタマー背景情報
（Customer Context）、コラボレーション（Collaboration）、カスタマイズ
（Customization）を考慮する必要があります。
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会話
当然のことですが、優れたカスタマーエクスペリエンスとは
自然さが感じられるものであり、それがこのCの目的です。
顧客は回答を得るために多大な手間をかけたいとは思って
いませんし、かけるべきでもありません。顧客との会話が
自然になるかどうかは、顧客に負担をかけずにヘルプを提
供できるかどうかにかかっています。そのためには、顧客が
望むときに望む方法で問い合わせできるように、顧客の望
むチャネルを用意する必要があります。

最もよく寄せられるタイプの質問をじっくり検討するだけ
なく、顧客の年齢や所在地に目を向けることも、大きな発
見につながる場合があります。業界のベストプラクティス
では特定のチャネルを提供することが推奨されていること
がありますが、たとえば、顧客の多くがモバイル優先オプ
ションを好む層であるなら、顧客の望むチャネルがモバイ
ルなのですから、サポートもモバイル優先にする必要があ
ります。

次の点を確認してみてください。顧客はどのくらい簡単にヘ
ルプを入手できるか？顧客は自分で答えを見つけることが
できるか？テクノロジーに障害が生じた場合、顧客はラップ

トップやWebブラウザを使わずにサポートに連絡できる
か？顧客とエージェントが解決までの各行程を通過するの
に、どのくらいの時間がかかるか？これらの問いへの回答
は、ライブチャットとメール、メールとSMS、SMSと他の手
段など、どのような問い合わせ手段を提供しているかによ
って違ってくる可能性があります。

顧客はチャネルを選択できることを期待しますが、それぞ
れのエクスペリエンスが連携していないことは歓迎しませ
ん。顧客は中断したやり取りを中断した箇所から再開でき
ることを重視します。また、企業側が自分とのやり取りをち
ゃんと覚えていてくれたことを高く評価します。それに応え
るためには、非同期であれリアルタイムであれ、すべてのや
り取りを1つにつなげる統合サポートが必要です。エージェ
ントが顧客のメール、注文履歴、前回連絡してきた理由な
どの重要な詳細情報を把握できる体制です。これがなけれ
ば、エクスペリエンスは不自然になり、会話らしさが失われ
ます。顧客との間で自然な会話を行うことによって、パーソ
ナライゼーションと迅速な対応でラッピングされた、負担
のないエクスペリエンスという贈り物を顧客に提供できま
す。これが、次に紹介する3つのCの基盤になります。

カスタマー背景情報
すべての顧客と個々のやり取りの背景には、ストーリーが
存在します。カスタマー背景情報の目的は、顧客が連絡し
てくる前にそのストーリーを把握することにあります。さら
に、顧客は、助けを求めるたびに何度も同じことを言ったり
話を繰り返したりしなくて済むように、企業が社内で連携
していることを期待しています。完全に満足している顧客を
イライラしたクレーマーに変える最も簡単な方法は、アカ
ウントの種類や取引期間など、すでに知っていて当然と思
われるような背景情報を尋ねることによって、問題の解決
を長引かせることです。

想像してみてください。社員食堂で同僚に会うたびに自己
紹介を繰り返し、前回会ったときに話した内容をいちいち
思い出してもらわなければならないとしたらどうでしょう。
問い合わせてきた顧客に毎回自己紹介を求めることも同様
に自然なことではありませんが、それが多くのサポートエク
スペリエンスで行われているのが現実です。

こうしたことは、顧客データが複数の場所に存在し、顧客
が期待するようなパーソナルなエクスペリエンスを提供す
るために必要な重要情報がチームの手元にない場合によ
く起こります。また、5年前に比べて企業の管理するデータ
量が3倍に増えているなかで、顧客中心の会話を維持する
ことがますます困難になっています。

やはり、この課題の解決は、各会話の背景情報と履歴をエ
ージェントに提供する統合サポートの取り組みが出発点に
なります。統合サポートが実現すると、エージェントは必要
な詳細情報を検索する必要がなくなり、顧客はより親近感
のあるエクスペリエンスを得ることができます。これによっ
て、エージェントの生産性が向上し、顧客満足度の評価も
高くなります。

https://www.zendesk.co.jp/support-suite/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/support-suite/
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コラボレーション
調査結果によると、顧客の70%以上が自分たちのために企
業内が連携することを期待しています。エージェントの役
割は顧客と直接やり取りすることですが、すべての回答を
知っている唯一の人間である必要はありません。実際のと
ころ、顧客に最も適確なソリューションを提供するには、エ
ージェントが途中でコンテキストを見失ったりワークフロ
ーを中断したりすることなく、他のチームとつながっている
ことが必要です。たとえば、B2Bテクノロジー企業で技術
的な問題、バグの報告、またはシステムの不具合に対処して
いる場合、適切なチームが既知の問題に迅速に対応してお
り、確認であれ、承認であれ、情報収集であれ、必要な措
置を講じていることを確信できる必要があります。

ところが、プロセスの効率が悪いと、コラボレーションの効
果が落ちることが多く、顧客にとっては事態が一層複雑に
なります。68%の顧客は、部門間で通話が転送されたとき
にイライラを感じます。顧客の期待に沿った快適なエクス
ペリエンスを提供することができ、チケットの増加に伴って
エージェントのストレスが増大しないようにするには、部門
の枠を超えて連携しながら迅速にサポートを提供できるツ
ールを企業が用意する必要があります。プロからのヒント:
サポートシステムを内部ツール（Slackなど）と統合するこ
とは、部門を超えてベストプラクティスを共有するための優
れた方法です。

カスタマイズ
顧客は、年齢や属性、発生している問題の種類に基づい
て、使用するチャネルを決定します。回答を急がない質問
にはメールやセルフサービスといった方法がよく使用され
ますが、結婚式に間に合うようにドレスやスーツを交換す
る必要があるといった緊急の場合はまた別で、このような
ときはほぼ確実に電話やライブチャットが利用されます。
特定の顧客、ユースケース、チャネルに基づいて、一貫性を
保ちながら文脈に沿った適切な会話を行うための鍵は、柔
軟性を欠いたワークスペースに阻害されないように、サポー
ト環境をカスタマイズすることです。バックエンドにエージ
ェント向けの複雑なワークフローがあると、フロントエンド
で顧客に高品質のサポートエクスペリエンスを提供するこ
とはほぼ不可能になります。

たとえば、対象の問題に関する知識を最も豊富に備えたエ
ージェントにチケットを送信すれば、ワークフローを簡素
化できます。また、エージェントが専門にしているサポート
の種類に基づいて、エージェント固有のチケットインターフ
ェイスを作成することもできます。

さらに、アプリと統合を使用すれば、エージェントはワーク
スペースをカスタマイズして、会話ごとに関連情報を見つけ
やすくすることができます。たとえば、小売業者がShopify
を使用してオンライン注文を管理している場合、その情報
を統合することで、注文ステータスなど、顧客が行った購
入に関する詳細なデータを手に入れることができます。ベ
ンチマークデータによれば、パフォーマンスの高いエージ
ェントは平均して50%以上多くのアプリや統合を使用して
いることがわかっています。これは、マネージャーの5人に4
人が、来年度中にサポート環境に新たなアプリや統合の追
加を予定している理由の1つでもあります。

どのような形でサポート環境をカスタマイズするにせよ、こ
のCは、エージェントの労力を減らし、生産性を向上させ、
チケットではなく人間として顧客を扱うということを主眼と
しています。

https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
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03  最高の成果を上
げるためのソリュ
ーション

どの問い合わせタッチポイントを顧客との会話の
中心に据えるかを決めるには、解決しようとてい
るビジネス上の問題を考慮したうえで、チャネル
を入れ替えたり新しいチャネルを設置したりする
ことで、どのように運用上の課題を解決できるか
を検討する必要があります。たとえば、次の指標
は、適切なサポートタッチポイントが用意されて
ないことを示している可能性があります。

• 顧客満足度やエージェントの満足度が低い

• エージェントが応答を返すまでの時間が長い。
大量のバックログが発生している

• 会話が堂々巡りで必要以上に長引くことが多
い

• 同じ内容の質問に何度も回答している

• サポートが単なるコストセンターではないこと
や、エージェントが顧客のコンバージョンに貢
献していることを証明できない
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顧客満足度の向上
顧客満足度の向上は、便利で快適な
エクスペリエンスを提供することに密
接に関係しています。そのため、ライブ
チャットやメッセージングなど、最小
限の手間で事足りるチャネルが常に高
い顧客満足度につながっています。

また、セルフサービスへの投資も、顧
客満足度の向上に大きな効果があり
ます。実際、Zendeskベンチマークの
データによると、パフォーマンスの高
いサポートはそうでないサポートに比
べ、セルフサービスを提供する傾向が
76%高く、アクティブなコミュニティを
運営している割合も60%高くなってい
ます。適切に設計および管理されてい
るセルフサービスオプションを使用す
ることで、顧客は自分で問題をリアル
タイムに解決できます。

コンテキストも顧客満足度に影響しま
す。顧客がヘビーなモバイルユーザー
である場合や企業がアプリを提供し
ている場合は、アプリ内にヘルプを用
意する必要があります。あるいは、サ
ポートチャネルとしてSMSやメッセー
ジングアプリの追加を検討することも

できます。実際、ベンチマークデータ
によると、サードパーティメッセージン
グのCSATスコアは98%に上り、各種
チャネルのなかでトップであることが
わかっています。

ただし、電話やメールでのサポートも
軽視するべきではありません。音声サ
ポートは、会話が開始された場所に関
係なく、重要なエスカレーションチャ
ネルであり、人間とのライブの会話を
必要とする緊急事態やデリケートな懸
念に対応するうえで最適な方法である
ことに変わりはありません。また、メー
ルは今後も、複数の手順からなる指示
やビジュアルを必要とする非常に複雑
な問題に対応するための最適なチャ
ネルです。特に満足度予測分析のよう
なツールを使用した場合に、メールは
高い満足度評価を生み出すこともあり
ます。満足度予測分析は、カスタマー
エクスペリエンスを好転させるための
プロアクティブな措置を実行できるよ
うに、AIを使用して、満足度が低くな
る危険性のある窓口を特定するのに
役立ちます。

顧客満足度を高めるこ
とができるチャネル:

• チャット

• セルフサービス

• SMS

• メッセージングアプリ

• 音声

• 組み込みのサポート

「できるだけ多くのチャネルを顧客に提供したいと考えています。Zendeskな
ら、顧客が望む方法でやり取りでき、その後、問題が解決するまでサービスを提
供することができます。」
– Bernie Gessner氏、Fossil社グローバルカスタマーケア＆小売事業担当副社長

https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/explore/satisfaction-prediction/
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収益の増加
カスタマーサポートは「単なるコスト
センター」であるという認識が支配し
ている間は、より良いカスタマーサー
ビスに投資する理由を経営陣に納得
させることは困難です。エージェント
が、顧客を獲得したり顧客離れを食い
止めたりすることで、優れたカスタマ
ーエクスペリエンスを提供し、将来の
ビジネスに影響を与えることをわかっ
ていても、それを定量化して示すのは
容易ではありません。

幸いなことに、プロアクティブなサポ
ートによって、チームが収益向上に貢
献していることをはっきりと証明する
ことはできます。データが示すところ
によると、ライブチャットを介して先回
り型のアプローチを図った場合、顧客
が購入する可能性が3倍高くなります。
チェックアウトページや404エラーペ

ージであっても、そこにチャットを埋
め込むことによって、エージェントは
顧客がカートを放棄したりサイトを離
れたりする前に顧客とやり取りする機
会を得ることができます。企業が顧客
を失いそうな場所こそが、ライブチャ
ットウィジェットを配置するのに最適
な場所なのです。

対話の結果を追跡できるツールを使
用してリアルタイムの個人間エンゲー
ジメントを促進するチャネルがあれ
ば、購入の意思決定に影響を与える機
会を最大限に活用できる場所になり
ます。SMSのテキストメッセージング
も、顧客に行動を促すのに便利な方
法です。もちろん、音声も常に説得力
のあるチャネルです（例:「ご購入の際
にサポートが必要な場合は、ご遠慮な
くお電話ください）。

「私たちは、顧客がいつどこから問い合わせた場合でもそれを受け取ることが
でき、曜日や時刻に関係なく即座に対応できるという評判を築きたいと考えて
います。Zendeskなら、それが可能になります。」
– Dylan Henry氏、Handy社カスタマーエクスペリエンスディレクター

収益に影響を与える可
能性のあるチャネル:

• チャット

• SMS

• 音声

https://www.zendesk.co.jp/chat/live-chat-sales/
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効率性の向上
多くの場合、運用コストを削減しなが
ら効率を向上させる最適な方法は、顧
客がセルフサービスを実行できるチャ
ネルや、エージェントが一度に複数の
顧客を支援できるチャネルを使用する
ことです。そのため、ライブチャット、
メッセージングアプリ、ソーシャルメデ
ィアはいずれも、迅速な応答を提供す
るための優れた選択肢となります。

適切なツールを使用して、メールサポ
ートの効率を向上させる方法もありま
す。マクロや事前作成された回答は、
時間の節約に役立ちます。ビュー内で
チケットを並び替えれば、エージェン
トが集中的にキューを処理するのに効
果的です。また、ビジネスルールを設

定して、チケットを必要な場所に自動
的にルーティングし、サービスレベル
アグリーメントを確実に達成すること
もできます。Zendeskのメール、音声、
チャット、およびセルフサービス製品
はいずれも、状況をよりよく把握する
のに役立つ機能を備えています。エー
ジェントは顧客が以前に支援を求め
た場所を把握することができるので、
すべての会話を一から始める必要が
ありません。

「ChatやGuideから、中核となるSupportチケット作成APIまで、私たちにとっ
てはすべてが申し分のないものでした。」
– Mike Robichaud氏、Coursera社サポート製品マネージャー

効率向上を支援するチ
ャネル:

• チャット

• セルフサービス

• メール

• メッセージングアプリ

• SMS

• ソーシャルメディア



エージェント満足度を
向上させるチャネル:

• メール

• セルフサービス

• チャット

• 音声
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エージェント満足度の向上
ボットは煩雑な作業を処理する場合
に最適です。エージェントにとって機
械的かつ反復的で退屈なものになり
がちな作業を肩代わりしてくれます。
カスタマーサービスはきつい仕事にな
りがちなため、より困難なタスクに費
やす時間とエネルギーを確保できるよ
うに作業を自動化できればエージェン
トは非常に助かります。ナレッジベー
ス構築のために時間を確保し、セルフ
サービスに投資すれば、チケットの量
を大幅に削減でき、エージェントは価
値の高い問題解決の時間を増やすこ
とができます。

考慮が必要なのは、チケットフォーム
を通さずに届いたメールはエージェン
トにとって大きな負担になる可能性が
あるという点です。チケットフォームを
使用すると、適切な顧客情報を収集し

やすくなるため、チケットを該当の部
署に自動的にルーティングするための
トリガを作成できます。エージェント
の満足度に関して言えば、チャットは
効率的であり、顧客満足度が高くなり
ますが、電話サポート同様、エージェ
ントが感情面でダメージを被る可能性
もあります。エージェントは常に「稼
働状態」でなければならず、時には怒
っている顧客や失礼な顧客とも前向き
に対処しなければなりません。このた
め、チャネルを決定する際は、エージ
ェントを援護できるようにチームのス
ケジュールを組む方法を含める必要が
あります。

「Zendesk製品を導入した結果、あらゆる顧客のサポートで品質を向上させる
ことができました。Zendeskの製品なら、新しい機能やワークフローをすぐに
実装できます。このスピードは、当社の成功にとって欠かせない要素となってい
ます。」
– Dan Ross氏、Lightspeed社サポートオペレーションマネージャー
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04  Zendeskのフルサービス
体験

ソーシャルメッセージングアプリやSMSのような新しいサ
ポートチャネルが増えることによって、タッチポイント間の
やり取りの管理がこれまで以上に困難になっています。そ
の上、顧客はこれらのチャネルが提供されることを期待し
ており、さらに、パーソナルで迅速な応答を求めています。
顧客の期待に応えていくために、各やり取りが顧客の対応
履歴に1つの長い会話の一部として組み込まれるように、コ
ミュニケーションチャネルの境界を越えてデータを連携さ
せるサービスを提供する企業が増えています。

このような場面で活用されているのが、Zendesk Support 
Suiteです。この製品は、フルサービスの体験を実現できる
秘密のレシピのようなものです。顧客が会話を望むチャネ
ルを1つ1つ実装して維持する手間を省きながらも、すべて
のサポート会話を統合することができます。これによって、
コミュニケーションを確実にシームレスでパーソナルかつ
効率的なものにすることができ、結果として、エージェント
の生産性と顧客の満足度が高まります。

顧客向けのチャネルが何であれ、各主要チャネルが接続さ
れているため、チーム全員がチケットを送信してきた顧客
の背景情報を把握し、サポート履歴すべてを確認できま
す。顧客は問い合わせたりチャネルを変えたりするたびに
説明を繰り返す必要がなくなります。また、数回クリックす
るだけで簡単にチャネルのオン/オフを切り替えることがで
きるため、顧客ベースに合わせて俊敏に調整したり拡張し
たりできます。

「Zendesk Support Suiteはサポート
チャネルを1か所に統合することでチー
ムを支援しており、カスタマーサポート
はあらゆるチャネル間で文脈的に関連
性の高い対話型エクスペリエンスを提
供できています。」
– Jonathan Bolton氏、BombBomb社業務担当SVP

https://www.zendesk.co.jp/support-suite
https://www.zendesk.co.jp/support-suite
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会話の統合
前述したように、企業は顧客とのすべての会話を連続した1つの会話の一部と
見なすようになっています。これらの会話はそれぞれ、さまざまなチャネルにま
たがって行われます。Zendeskは、以下に紹介するチャネルで、接続された高度
な会話を実現します:

ライブチャット
顧客は、メールのような24時間以内の
支援でもなく、郵便のような1週間以
内の支援でもなく、即座の支援を必要
としている場合があります。また、顧
客の半数は求める応答速度に応じて
チャネルを選択しています。ライブチ
ャットを使用すると、顧客がアプリで
ドレスの精算をしたり、Webサイトで
デモリクエストを入力したりといった
場面で、顧客のいる場所でコンテキス
トに沿ってリアルタイムで対応するこ
とができます。

AIの普及に伴い、一部の企業ではチャ
ットボットを導入し、繰り返し尋ねら
れる質問に即座に回答できるようにす
ることによって、エージェントの生産
性を向上させています。さらに、ある
調査によれば、54%の消費者は、10
分の時間を節約できるなら間違いなく

カスタマーサービス担当者よりもチャ
ットボットを選択すると答えていま
す。

また、ライブチャットを使用して、問題
が発生する前に顧客とやり取りをして
いる企業もあります。たとえば、チェッ
クアウトプロセス中に顧客がカートを
放棄したり、長 と々した質問フォーム
への記入を途中でやめたりといったこ
とを防ぐために、先回りして顧客とや
り取りを行っています。

さらに、ライブチャットではリアルタイ
ム分析を利用できます。リアルタイム
分析を慎重に管理することによって、
顧客満足度とエージェントのパフォー
マンスに関する洞察を即座に得ること
ができます。

Zendesk Chatを使用
すると、顧客がラップト
ップ、携帯電話、アプリ
のいずれからチャット
している場合でも、単
一のダッシュボードで
すべてのチャット会話
を管理できます。

「ライブチャットにより、エージェントは一度に複数のチャットを処理できるの
で、顧客の待ち時間が短くなり、カスタマーエクスペリエンスが向上します。」
– Jorge Vernetta氏、foodpanda社グローバルオペレーションマネージャー

https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://go.usabilla.com/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
https://go.usabilla.com/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
http://zendesk.co.jp/chat


Zendesk Social 
Messagingアドオンを
使用すると、 
WhatsApp、WeChat、 
LINE、Facebook 
Messenger、Twitter
ダイレクトメッセージな
ど、顧客が好むメッセー
ジングアプリで顧客と
簡単につながって、そこ

での会話をエージェント
の統合ワークスペース
に簡単に取り込むこと
ができます。
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ソーシャルメッセージング
ライブチャットとは対照的に、メッセ
ージングは非同期的でセッションレス
です。これにより、指定のサポート時
間外に顧客がエージェントに連絡でき
るようになるため、企業の対応力が向
上します。

さらに、WhatsAppやFacebook 
Messengerなど、ソーシャルな場での
顧客とのコミュニケーションは、日常
生活の中で簡単にやり取りを行うこと
ができるためパーソナルで直感的な手
段となります。また、顧客の半数は、
家族や友人との会話に使用しているの
と同じチャネルをサポートとの連絡に
も使いたいと考えています。

問い合わせタッチポイントとしてソー
シャルメッセージングチャネルを採用
することは、次世代の顧客を惹きつけ
るためにも欠かせません。実際、18歳
から24歳までの年齢層のうちすでに
17%の人々が、企業との間でソーシャ
ルメッセージングアプリを通じて問題
を解決しており、この数は今後も増え
ると予想されます。

「StashAway社では、WhatsAppをカスタマーサポートチャネルとして採用
した直後、メールなどの従来のサポートチャネルからWhatsAppへのトラフィ
ックシフトが見られました。クライアントがコミュニケーションチャネルとして
WhatsAppを好むことがすぐに明らかになったため、これを使用することでクラ
イアントとの関わりを深めることができました。WhatsApp Business APIは、
俊敏性を維持し、技術革新を推進し続けるうえで役立っています。」
– Michele Ferrario氏、StashAway社CEO

http://zendesk.co.jp/message
http://zendesk.co.jp/message
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/


Zendesk Talkなら、エ
ージェントは他のすべ
てのチャネルを管理し
ているのと同じ場所か
ら、電話またはテキスト
で簡単かつ効率的に顧
客を支援することがで
きます。
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音声とSMS
チャットボットやソーシャルアプリ隆
盛の時代にあっても、問題を解決する
うえで電話は依然として非常に強力な
手段です。金融口座関連の詐欺に遭っ
た場合のサポートを求めたり10人分
の注文をしたりといった、複雑な問題
の解決では、多くの場合、顧客はエー
ジェントの声を聞く必要があります。
実際、顧客の40%は問題の複雑さに
基づいてチャネルを選択しています。
電話が長らく身に付いた習慣となって
いて、今でも企業とやり取りする際に
このチャネルを好む顧客もいて、ベビ
ーブーム世代とX世代の人々にとっては
人気のあるサポートオプションです。

また、世間話は飛ばしたいと思ってい
る忙しいモバイルユーザーにとって、テ
キストはヘルプを得るのに好都合なオ
プションです。Webブラウザに接続で
きない場合や1回のライブセッション
内でチャットを完結できない場合は、
特にそうです。実際、ベンチマークデ
ータによると、SMS/テキストを提供す
る企業の数が来年は43%増加する見
込みです。

「Zendesk Talkのおかげで、ビジネスの成長に合わせて、優れたカスタマーエ
クスペリエンスを提供し続けることができます。エージェントは、顧客の履歴、
注文の詳細、以前のチケットといったサポート業務に必要な情報をすべて1つの
場所で把握できるため、パーソナルなサポートを迅速に提供できます。」
– Mina Aiken氏、Taylor Stitch社カスタマーエクスペリエンス責任者

http://zendesk.co.jp/talk
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/


Zendesk Guideを使
用すると、顧客がセル
フサービスを実行する
ヘルプセンターに対し
て、エージェントはエー
ジェントインターフェイ
スから直接使用したり
カスタマイズしたりで
きます。また、Zendesk 
Guideには、顧客がす
でに読んだ記事をエー
ジェントが送信しない
ようにしたり、コンテン
ツの有効性を測定した
りするのに役立つ、コ
ンテキストに即したイ
ンサイト機能も含まれ
ています。
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セルフサービスとナレッジベース
現代では、誰もが忙しくしています。
顧客は、自分で簡単に答えを見つける
ことができるのであれば、そもそもサ
ポートと話をしたいとは思いません。
気を悪くしないでください。これが最
も抵抗のない自然な道筋なのです。今
やセルフサービスの提供はサポートに
おける最小要件であり、ビジネスの成
長に応じて効果的にコストを抑制でき
るかどうかを占う重要な因子でもあり
ます。

優れたセルフサービスエクスペリエン
スによって、サポートコストが削減され
るだけでなく、ナレッジマネジメント
を通じて高品質なサービスが提供さ
れることで顧客満足度も高まります。

また、エージェントが手間をかけて同
じような回答を返す質問の数を減らす
ことでエージェントのエンゲージメン
トを増やしたり、組織と顧客のつなが
りを深めることでコミュニティを拡大
させたりすることもできます。

とは言っても、91%の顧客は、セルフ
サービスが使いやすく、ニーズに合わ
せてカスタマイズされたものである場
合にのみ、選択肢の1つと見なします。
そこで、スマートナレッジベースが役
立ちます。

「ナレッジベースに投資したことで、問い合わせ対応を大幅に削減できました。
パートナーに提供されたのは、最高レベルのサービスでした。チケットを作成す
る必要さえなかったのです。」
– Mike Cartwright氏、Expedia® Affiliate Network、パートナーソリューション部門チーフ

http://zendesk.co.jp/guide
https://www.zendesk.co.jp/resources/scaling-self-service/
https://www.zendesk.co.jp/resources/searching-for-self-service/
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組み込みのサポート
顧客の期待がかつてないほど高くなっており、ヘルプはす
ぐに手に入って当然と見なされる傾向があります。多くの場
合、これはWebサイトやモバイルアプリのネイティブサポー
トを指しています。

ネイティブサポートは、顧客が今いる場所に留まることが
できるので、煩わしさを低減できるというメリットもありま
す。また、デバイスやオペレーティングシステムを問わずシ
ームレスにサポートされるため、ブランドの一貫性がより効
果的に維持されます。

統合されたエージェントエクスペリエンス
これらすべてのチャネル間で会話をつなぐには、エージェ
ントが簡単に応答でき、顧客が不自然さを感じることがな
いように統合されたワークスペースが必要です。たとえば、
エージェントは、より詳細なステップバイステップの指示を
提供するために、チャットでの会話をメールでフォローする
必要が生じることがあります。

Support Suiteに含まれるエージェントワークスペースを使
用すると、エージェントは、チャット、メール、音声、ソーシ
ャルメッセージングなどのチャネルに対して1か所から顧客
に対応し、最も合理的なチャネルで会話を続けることがで
きるため、顧客が期待する利便性とパーソナライゼーショ
ンが実現されます。

顧客は、Web Widgetから同じエク
スペリエンスでナレッジへのアクセ
ス、ライブチャットの開始、サポー
トへのメッセージの送信、通話の開
始、メールの送信ができます。また、
ベンチマークデータによると、優れ
たパフォーマンスを発揮しているカ
スタマーサービスチームは、そうでな
いチームに比べWeb Widgetを使用
している割合が32%高くなっていま
す。

「Web Widgetはすばらしいツールです。必要な情報が閲覧中のページ
に表示されるため、ユーザーが検索したり、捜したりする必要はありま
せん。」
– Tom Saul氏、Flare Apps社マーケティング責任者

https://www.zendesk.co.jp/embeddables/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
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洗練されたツール
さまざまなチャネルで顧客と自然な会話を行うには、困難を伴わずに価値をもたらすことのできる洗練されたビジネスツ
ールが、縁の下の力持ちのような存在として必要です。Zendeskが提供しているツールの一部をご紹介します。

カスタマー背景情報
オムニチャネルサポートの時代が到来したことによって、統
合されたカスタマーエクスペリエンスの提供が複雑な取り
組みになっています。一方で、顧客はサポート側が抱えてい
る課題には関心がありません。顧客が3つの異なるチャネ
ルで同じ説明を3回繰り返さなければならないとしたら、あ
なたの会社に好印象を持ったままやり取りを終えることは
おそらくないでしょう。

エージェントは、カスタマー背景情報を通じて必要な関連
情報を把握でき、顧客が支援を求めるたびに自己紹介を要
求することなく、よりパーソナライズされた応答を迅速に
提供することができます。

Zendeskでは、「基本情報カード」と「会話履歴」を通じて
エージェントにカスタマー背景情報を提供します。基本情
報カードには、現在サポート対応中の顧客に関する詳細が
表示され、会話履歴ではこれまでの顧客イベントをすべて
確認できます。

分析とレポーティング
顧客がどのチャネルを使用していても会話ができるように
するには、それらのやり取りを効果的に追跡および管理し
続けることのできる顧客分析ツールがチームに必要です。
それがなければ、顧客との会話は暗闇に置かれたような状
態になります。

会話に関する適切なデータを使用すると、製品の更新がサ
ポート活動にどのように影響するか、製品やサービスのど
の部分にカスタマーサポートが最も必要か、カスタマーサ
ービスの取り組みが実際にはどれくらい効果的であるか、
といったことを調べることができます。分析を慎重に取り
扱うことで、回答率や顧客ロイヤルティの向上、次の問題
の発生回避につなげることができます。

Zendesk Exploreでは、あらゆるチャネルのデータが統合
されるため、スレッドを見失うことなく顧客とブランドとの
やり取りを数値化できます。また、分析結果をチーム間で
共有することにより、インサイトの質を全体的に高めるこ
ともできます。

http://zendesk.co.jp/explore


Zendeskで会話ベースのサポートを容易に実現 20

ビジネスルールおよびル
ーティング

顧客ベースの拡大に伴い、顧客から届く会話の量も増大し
ます。エージェントと会話を始める顧客には、たいてい、独
自のリクエストがあります。配送料に関する要望である場
合もあれば、製品の返品に関する要求である場合もあれ
ば、リクエストが別の言語で行われる場合もあります。すべ
てのエージェントが、あらゆる製品分野に精通するというこ
とは現実的ではありません。もちろん、多言語に堪能であ
ることもできません。

ビジネスルールとルーティングを使用すると、チケットワー
クフローが簡素化され、チームの生産性が最大化されるた
め、ビジネスの成長に合わせてサポートを拡大できます。た
とえば、スキルベースのルーティングでは、言語、地域、チ
ャネル、製品属性などの専門知識に基づいて適切なエージ
ェントに会話を割り当てることができるため、エージェント
には自分が効率的に解決できるチケットのみが配信されま
す。また、ワークフローのトリガと自動化により、エージェ
ントに割り当てられる、繰り返しの多い手動タスクの数を
最小限に抑えることができます。既存のビジネスルールと
ルーティングをそのまま使用することも、特定のニーズに合
わせてカスタマイズすることもできます。

拡張サポート 

Zendeskのアプリマーケットプレイスを使用すると、人員
管理やエージェントの生産性といった目的で数百のツール
を統合したり、オープンで柔軟なCRMプラットフォームであ
るSunshineを使用して、外部ソースからのデータを接続し
て理解したりできます。

https://www.zendesk.co.jp/support/skills-based-routing/
https://www.zendesk.co.jp/apps/directory/
http://zendesk.co.jp/sunshine
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強力なナレッジ
知識は力なり。知識が豊富であるほど、サポートの会話が力強いものになる理由を以下に挙げまし
た。

超強力なエージェン
ト

スピードは、サポートの会話に対する
顧客満足度を左右する重要な要素で
す。エージェントがエクスペリエンスを
離れることなく即座に回答を見つける
ことができると、エージェントの生産
性が向上し、顧客の解決時間も短縮
されます。たとえば、事前定義された
マクロと、チケット内に直接表示され
るおすすめ記事があれば、エージェン
トはよくあるリクエストに即座に対応
できます。

情報のスマート化 

増え続けるナレッジベースの管理は骨
の折れる作業です。サポートコンテン
ツの鮮度は常に落ちていくため、絶え
ずレビューして定期的に更新し、関連
性が失われないようにする必要があり
ます。そのため、ナレッジベースに貢献
するようチームを奨励することが、将
来の利益につながります。たとえ
ば、Zendesk Guideを使用すると、エ
ージェントはナレッジに関するフィー
ドバックを提供し、承認されたコンテ
ンツだけが公開されるようにし、記事
の作成と維持に適切な人々が関与す
るようにレビューをスケジュールする
ことができます。これによって、時間と
共にナレッジベースのスマート化が進
みます。

AIを活用した推奨事
項

最近実施されたZendeskの調査によ
ると、成功、AIの使用、セルフサービス
の間に説得力のある関連性が見つか
っています。AIは、エージェントがより
複雑なプロジェクトや問題解決に時
間を割けるよう肩代わりできるタイプ
の作業に向いています。たとえば、関
連記事を自動的に提案するチャットボ
ットを展開すると、顧客はちょっとし
た疑問の回答を自分で簡単に見つけ
られるようになります。

また、AIは、作成するべき新しい記事
や更新が必要な既存の記事を提案す
ることにより、ヘルプセンター内の不
備を特定するのに役立ちます。たとえ
ば、新しいソフトウェア更新プログラ
ムについて質問する顧客が増えている
場合、この傾向にフラグを立てて、顧
客が探している回答を効果的に提供
できる最適な記事トピックを提案する
ことができます。

https://www.zendesk.co.jp/guide/
https://www.zendesk.co.jp/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.co.jp/blog/content-cues/
https://www.zendesk.co.jp/blog/content-cues/
https://www.zendesk.co.jp/blog/content-cues/
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05  チャネル数に応じた豊富な
ソリューション:成功のため
のチェックリスト

当然のことですが、WhatsAppのような新しいチャネルと
電話のような従来のチャネルの両方で見事なサポートエク
スペリエンスを提供できる魔法の公式というものは存在し
ません。サポートの取り組みが成功するかどうかは、顧客
のいる場所、使用するデバイス、質問の種類に関係なく、
顧客が企業と自然な会話を交わせるようにする方法にかか
っています。

そのためには、リソースに基づいて、ニーズに最適なサポー
トチャネルに顧客を誘導できることも必要です。たとえ
ば、エージェントが9時から5時までしか対応できないな
ら、優先する連絡方法としては電話番号を掲げないほうが
よいでしょう。会話に適したサポートチャネルを戦略的に
考えることで、顧客の手間が減るだけでなく、企業が提供
するサポートを合理化し、スタッフを適切に配置できるよ
うにもなります。
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チェックリスト
以下のチェックリストは、顧客を意思決定プロセスの中心に据えるための質問です。ときおり回答して
みて、自社の状況を把握するのにお役立てください。

利便性:
 ☐ 現在、顧客はサイト内のどこからサポートにアクセスで

きますか？

 ☐ 将来は、どこから顧客がサポートにアクセスできるよう
にしたいですか？

 ☐ 顧客はセルフサービスを選択できますか？

 ☐ 担当者がライブで迅速に対応する方式のヘルプに顧客
がアクセスする方法は用意されていますか？

 ☐ 現在のソリューションでは、顧客が2つの異なるチャネ
ルを使用して連絡を取ってきた場合、顧客が同一である
ことやその顧客のサポート履歴を認識できますか？ 
 
 

複雑さ:
 ☐ サポート全体のうち、トラブルシューティングやエージェ

ントとのやり取りは、どのくらいの割合で必要ですか？

 ☐ そのうち、一刻を争うものは、どのくらいの割合です
か？

 ☐ 自動化したりセルフサービスで処理したりできる質問が
ありますか？

背景情報:
 ☐ 主な顧客はどのような人ですか？（年齢層や居住地な

ど）

 ☐ 顧客のタイプはチャネルの提供にどのように影響してい
ますか？

 ☐ 顧客から最もよく寄せられる問題や質問はどのようなも
のですか？

 ☐ 自動化したりセルフサービスで処理したりできる質問が
ありますか？

 ☐ 担当者が対応するヘルプを即座にリアルタイムで受け取
れる方法はありますか？

 ☐ 顧客はモバイルサイトやモバイルアプリからサポートチ
ャネルにアクセスできますか？

コスト:
 ☐ 顧客にとって最も簡単で効率的なチャネルを提供してい

ますか？

 ☐ よりコストのかかるチャネルを設置することで、他のチ
ャネルの問い合わせ件数を減らせる可能性があります
か？

 ☐ よりコストのかかるチャネルを設置することで顧客満足
度は高まりますか？

 ☐ セルフサービスオプションを組み込んだり増やしたりす
るか、簡単な質問への回答を自動化することにより、新
しいチャネルのコストを相殺できますか？

顧客と企業にとって適切なチャネル構成とは、業務を圧迫するのではなく、業務を最適化できる構成です。問題に適した
チャネルに顧客を誘導することで、顧客との間でパーソナルで自然な会話を迅速に行うことができるようになります。
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Zendesk Support Suiteを使用すると、どこにいる顧客と
も自然な会話をすることができます。各チャネルを連携さ
せることで、会話がシームレスになり、エージェントの生産
性が向上し、価値ある顧客情報を収集して会社全体で共
有することができます。サポート側の複雑さを顧客に意識
させないように自然な会話を行う方法を見つけ出すことか
ら始めましょう。そうすれば、顧客は最小限の労力で問題
を解決でき、どのチャネルにおいても優れたサポートエク
スペリエンスが得られるようになります。

Support Suiteの詳細について
は、こちらまでお問い合わせくだ
さい。

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

