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あなたがどんなにナレッジマネジメントに長けていても、その能
力に対してトロフィーや賞品が授与されることはありません。しか
し、セルフサービスを求める顧客の声に応えるための取り組みは、
非常に価値あるものです。なぜなら、そのメリットは明らかだから
です。

顧客は待つことを嫌います。したがって、高品質なセルフサービ
スコンテンツを提供すれば、企業として、顧客の貴重な時間を尊
重する姿勢を示すことができます。また、セルフサービスの充実
はサポートコストの削減や、顧客満足度 (CSAT) の向上、サポート
業務の効率化にもつながるため、企業にとっても大きな意味があ
ります。

もし、ナレッジマネジメントの取り組みが確実に成果を上げつつ
あるにもかかわらず、まだ組織としてできることがありそうな気が
しているのであれば、ナレッジマネジメントへの取り組みをさらに 
レベルアップできる可能性があるということかもしれません。

ナレッジマネジメントの成功に共通して言えること。それは、組織
の壁を越えた長期的な取り組みが必要だということです。本ガイド
では、強固な基盤作りから、ナレッジマジメントを組織に根付か
せるまでの道筋をご案内します。

ナレッジマネジメントへの
価値ある取り組み

https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
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強固な基盤の構築
セルフサービスエクスペリエンスを継続的に向上させていくため
の基盤作りは、人材とテクノロジーを配備することから始まります。
一連の取り組みをリードするのは、広範な専門知識と高い技術力、
そして品質へのこだわりを持つチームメンバーです。エージェント
の配備に全力を尽くし、ナレッジマネジメントの構築を成功へと導
きましょう。

人工知能ツールの進化により、サポートエージェントの役割も変化
しており、従来の初期応答が不要になる代わりに専門知識が求め
られるようになっています。たとえば、Zendesk の Answer Bot は、
以前は初心者レベルのエージェントが対応していたような簡単な
問い合わせに対応することができます。その分、エージェントはよ
り複雑な問い合わせに注力でき、お客様と良好な関係を築くため
の余裕が生まれます。

運用を続けるにつれ、Answer Bot の強力な機械学習能力が継
続的に向上していきますが、その力をさらに発揮させるうえでは、
スキルの高いエージェントやナレッジベース管理者の存在が欠か
せません。Answer Bot が社内のナレッジベースから最適なコンテ
ンツを導き出せるように、より精度を高めるためのトレーニングを
エージェントが後押しする必要があります。つまり、検索のロジック 
を改善することで、顧客に正しい情報を伝えることができるように
なり、Answer Bot が使用できる高品質なコンテンツをナレッジベー
スに追加していくことができるのです。

すでに何百もの企業が Answer Bot を導入しており、その成果が
データで証明されています。エージェントの生産性が向上し、顧客
の待ち時間が数千時間削減された組織や、中には、エージェント 
を介さずに Answer Bot だけで解決される問い合わせが 22% にま
で増えた組織もあります。今後ボットがさらに進化していけば、今
以上に複雑な問題もセルフサービスで解決できるようになるでしょ
う。そうなれば、間接費のさらなる削減、より複雑な問題の解決
が期待できるほか、エージェントが顧客のロイヤルティ維持や囲
い込みに注力するための時間が増え、より正確で最適なナレッジ
ベースを維持できるようになるでしょう。

エージェントによるコンテンツの
共同制作

ナレッジベースにコンテンツを寄稿することに抵抗を感じるエー
ジェントもいるかもしれません。そのような場合には、サポートチ
ケットの回答時に有用なナレッジを利用できるメリットを認識させ
ましょう。これにより、エージェントは顧客からのよくある質問を 
ナレッジベースにコンテンツとして保有することの価値や、コンテ
ンツを活用することで生産性が向上することを理解し、より高度な
ナレッジや、少数のエージェントしか知らないような最新情報を進
んで文書化するようになるはずです。

堅実にナレッジベースの構築と維持に力を入れ、時間をかけて改
善を続けている組織では、解決時間が平均して 23％短縮、チケット 
の再発行数も 20％削減され、CSAT スコアは 2％改善という結果

が出ています。このような組織は、有用なコンテンツを提供するうえ
で、エージェントやナレッジベースの関係者が最も重要な役割を担っ
ていることを理解しているため、記事の作成をチーム内で分担してい
ます。重要なのは、チームの力を使い、ナレッジベースが日々改善さ
れていくようにすることです。そのためには、体系化されたナレッジを
習得することの重要性をエージェント自身が理解することが不可欠であ
り、個々のエージェントには、それぞれが対応しているチケットに関す
るコンテンツの作成を担当してもらい、それをナレッジベースの記事
に変換できるようにする必要があります。そうすることで、セルフサー
ビスを充実させ、増え続ける問い合わせに効率よく答えることができる
ようになります。

しかし、これだけではまだ十分ではありません。確実に成果を上げて
いるヘルプセンターでは、現行の記事を常に更新し改善を続けている
ということを忘れてはなりません。したがって、新規コンテンツの追加
に加えて、まだ最適化されていないコンテンツの検出と改善を重要な
業務の一つとするべきです。また、エージェントがコンテンツ作成の
コツをつかみ、ナレッジベースに情報を追加する頻度が上がってきた
ら、次はコンテンツの品質にフォーカスしていきます。やがて、エージェ
ントの編集スキルや専門領域での知見が頭角を現すようになり、ナレッ
ジマネジメントのプロセスをきめ細やかに調整できるようになるでしょ
う。

ナレッジキャプチャーアプリの活用
ナレッジキャプチャーアプリとは、エージェントにコンテンツの追加お
よび改善の活動を促す優れたツールです。これにより、エージェント
は Zendesk 環境内でナレッジにアクセスができ、リンクを貼り、社内
およびお客様向けにコンテンツを作成できるようになります。ナレッジ
キャプチャーアプリが、迅速かつ正確にチケットに回答するための関
連記事をエージェントに提案してくれるため、エージェントは自ずとナ
レッジベースに良質なコンテンツが存在することの価値を認識します。

また、期限切れの情報や間違った情報があった場合には、コンテンツ
に " 要改善 " のフラグが立ち、コンテンツマネージャーのワークフロー
が開始されます。コンテンツマネージャーはナレッジマネジメントの
ダッシュボードを用いて、どのエージェントが最も多くコンテンツを追
加し、フラグを立てているか、またコンテンツがどの程度効率化に貢
献しているかを確認することができます。

https://www.zendesk.co.jp/answer-bot/
https://resources.zendesk.co.jp/blog/data-driven-path-building-great-help-center-jp
https://resources.zendesk.co.jp/blog/data-driven-path-building-great-help-center-jp
https://www.zendesk.co.jp/guide/features/knowledge-capture-app/
https://www.zendesk.co.jp/guide/features/knowledge-capture-app/
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エージェントによるコンテンツの作成、Answer Bot やナレッジキャ
プチャーアプリ、チームパブリッシング機能の活用が進んだ次の段
階は、ナレッジを重視する組織への転換を図るために何をすべき
か考える時です。具体的には、次のようなことが求められます。

• 関連するナレッジを作成し維持していく

• ナレッジマネジメントのフレームワークをデザインする

• 組織改変の実行および活動の維持、メリットの明確化、チー
ムワークの推奨、貢献者に対する報酬の検討などを進める

コンテンツに " 要改善 " のフラグが立つと、コンテンツマネージャー
が作成者、承認者、公開権限を持つパブリッシャーなどからなる
明確なワークフローを設定。チームパブリッシングによるコンテン
ツの共同作成作業が開始されます。進行中、レビュー待ち、公開
待ち、公開済みといったステータスを踏むことによりコンテンツ作
成の流れを確立し、品質管理を徹底。また、コンテンツマネージャー
は、記事の更新を担当するチームメンバーを割り当てることができ
ます。関連する専門知識を有するエージェントを選択すれば、コン
テンツの品質を高め、エージェントの体系的知識をコンテンツに
反映させることが可能です。

正確なナレッジベースコンテンツを構築するには、解析やContent 
CuesなどのAIを駆使したツールを利用し、ナレッジマネジメントを
レベルアップさせることです。お客様からのよくある質問を特定し、
関連するコンテンツの検索、更新が必要なコンテンツの有無を判
定するのが、Contents Cues機能です。こうしてナレッジベースの
不備を明確化することにより、コンテンツマネージャーにヘルプセ
ンターのコンテンツに改善の余地があることを気づかせ、チーム
パブリッシング機能などを活用したコンテンツの改善や新規記事
の作成などを促せるようになります。

ナレッジマネジメントの浸透

チームパブリッシング機能により、コンテンツの作成、編集、公開
に必要なワークフローを確立できることはすでにお伝えしたとおり
ですが、ナレッジの活用を組織に根付かせるためには、ナレッジ
が精査され、適正に維持されるように、担当者ごとに役割を設定
することをお勧めします。

以上のような役割を設定することにより、
チームとしてより効率的に共同作業ができ、
お客様だけでなくエージェントにも、有用な
コンテンツを提供できるようになります。

作成者：

エージェントが担当することもあれば、ナレッジ
ワーカーと呼ばれる専任の担当者を設置する場合
もあります。作成者は、記事の作成およびナレッジ 
ベースへの格納、承認者への記事レビューの依頼
などを行います。多くの場合、カテゴリオーナー
が特定の専門領域の作成者となります。

パブリッシャー :

記事が承認されると、パブリッシャーが記事を公
開します。ナレッジベースのメンテナンスを担当
することも多く、また、ナレッジマネジメントプロ
グラムの戦略的実行を担当するナレッジベースの
オーナーとしての役割も担います。

承認者 :

作成後の記事は承認者に提出され、記事公開承
認前にレビューおよび修正を行って品質を確認し
ます。各記事に正確なラベルを追加するのも承認
者の役割です。

https://www.zendesk.co.jp/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://resources.zendesk.co.jp/blog/zendesk-announcing-content-cues-jp
https://resources.zendesk.co.jp/blog/zendesk-announcing-content-cues-jp
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お客様にとって、チームにとって、そして会社にとって、セルフサービス 
のメリットは絶大です。しかしこのメリットを享受するためには、一定
の作業と準備が必要です。時にそれを負担に感じることもあるでしょう。
そんなときは、プラットフォームを見直すことですべてがシンプルにな
ります。重要なポイントは次の 3 つです。

継続的な改善の必要性

1. 強固な基盤から開始する

適正な人材なしに、成功はありません。知
見があり、高品質なサポートを提供できる
献身的なエージェントが必要です。また、
お客様に素晴らしいセルフサービスサポー
トを提供するツールや技術も同様です。さ
らに、Answer Botの活用により、より多く
のお客様にセルフサービスを提供できるよ
うになれば、エージェントはより複雑な案件
に集中することができ、お客様との信頼関
係の構築にも役立ちます。

2. 高品質なコンテンツを作成する

セルフサービスの提供にあたっては、お客
様が自分で問題を解決できるようにするた
めの高品質なコンテンツが欠かせません。
ナレッジキャプチャーアプリを使い、エー
ジェントにナレッジベースの記事を継続的
に作成および更新できる権限を持たせま
しょう。

3. ナレッジマネジメントを
　組織に根付かせる

コンテンツの作成およびナレッジベースの
改善が継続的に実行されるフレームワーク
を構築しましょう。そして、チームパブリッ
シング機能を利用してコンテンツを共同制
作し、コンテンツを担当する作成者、承認者、
パブリッシャーなど具体的な役割を設定しま
しょう。また、Contents Cues により、改善
の余地があるナレッジを見極めましょう。

チームパブリッシングによる
 記事の作成と編集

進行中 レビュー待ち 公開待ち 公開済み

追加の更新が必要な場合、
エージェントに通知メールを送信

役割 記事の状態

ラベルを
追加

記事を
承認

公開待ち 記事を
公開

記事を
レビュー

記事を作成
または編集

記事を格納する
セクションを

選択
レビューを

依頼

作成者
 (エージェント)

承認者
 (コンテンツマネージャー)

パブリッシャー
(コンテンツマネージャー)
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おわりに
本ガイドを、皆様のナレッジマネジメント業務のレベルアッ
プにお役立ていただければ幸いです。お客様の期待に応
えるセルフサービスの提供方法について、さらに詳しくお
知りになりたい方は、ぜひ一度 Zendesk をご覧になってく
ださい。

https://www.zendesk.com/blog/tags/zendesk-guide/

