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ショッピング、請求書の支払い、情報の検索、アドバイスを受ける、質問に答えてもらう。
近頃では、ほとんど何でもオンラインでできます。あなたは、企業とやり取りできるチャッ
トを見つけ、おそらく使用したこともあるはずです。もしそうなら、あなたも大勢のひとり
です。チャットの使用率は、2009年の30％から、2013年の52%へと急上昇し、現
在もこの傾向は続いています。事実、消費者の3分の1近くが、ブランドに問い合わせ
をするときにチャットを利用できることを期待しています。また、チャットは顧客から最高
の満足度評価を受けており（73％）、従来のプラットフォームであるメール（61％）や
電話（44％）を大きく引き離しています。		

現在ほとんどの組織は、メールや電話、ソーシャルメディア、チャットなど、複数のチャ
ネルを横断してサービスとサポートを提供しています。なぜでしょうか。それは今日の顧
客が、サービスに関してさまざまな選択肢を期待しているためであり、さらに根源的な
理由として、ビジネスは顧客の気まぐれによって支えられるものだからです。企業の成長
を左右するのは顧客の購入や満足度、継続的な関与、ロイヤルティであり、チャットは
これらのすべてをサポートします。	

企業の経営に忙しくする中で、コストを抑えつつ従業員の生産性と効率性を向上させる
新たな方法をお探しであれば、チャットの導入を強くお勧めします。会社のビジネスや
事情がどのようなものであっても、今こそ、顧客サービスの有力なラインナップとして
チャットを追加することを真剣に考えてみませんか。

本書では、チャットがなぜそこまで顧客に好まれるのか、最も大きい理由を5つご紹介
します。続いて企業の視点から、チャットを導入する最大のメリットを5つご紹介します。
チャットの導入による顧客のメリットと企業のメリットは密接に結びついています。なぜ
なら、顧客が本当に満足すると、必然的に企業の収益も増大するからです。利便性とス
ピードが高く、マルチタスクが可能であることが、顧客がチャットを好む主な理由です。
消費者があなたの会社と取引しやすくすることで、より良い顧客体験が創出され、リピー
ト客となって購入する機会が増えるようになります。

それでは、まず顧客がチャットを好む最大の理由を5つご紹介します。	

http://blogs.forrester.com/kate_leggett/13-01-14-forresters_top_15_trends_for_customer_service_in_2013
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/13-01-14-forresters_top_15_trends_for_customer_service_in_2013
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/13-01-14-forresters_top_15_trends_for_customer_service_in_2013
https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
https://www.zendesk.com/resources/customer-service-and-lifetime-customer-value/
https://www.zendesk.com/resources/customer-service-and-lifetime-customer-value/
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顧客がチャットを好む理由

1. とにかく便利

今日の顧客は、リアルタイムの応答性を期待し、必要なときに望むものを提供してくれる企
業を支持します。ある調査では、回答者の44%が、オンラインショッピング中の疑問点に
その場で答えてくれる人間の担当者がいることをWebサイトに備えていてほしい最も重要な
機能のひとつとして挙げています。リアルタイムでの回答を求めるだけでなく、電話を保留に
されて待たされることを嫌う消費者の傾向も、チャットを魅力的な選択肢に押し上げていま
す。	

顧客の全面的な注意を必要としないこともチャットの便利な側面のひとつです。チャット中も、
メールを読んだり、同僚と話したり、失礼かどうか気にせずに席を立って歩き回ることも自
由にできます。在宅勤務でパジャマ姿のまま商談を成立させられるのと同じように、チャット
を利用することで、日常生活を送りながら必要なときにサポートを受けることができます。

2. すでに使い慣れている

チャットに人気がある理由の一端は、テキストメッセージとインスタントメッセージが急速に
最も好まれるコミュニケーション形式になりつつある事実と無関係ではありません。ニュー
ヨークタイムズとUSAトゥデイの記事には、電話やボイスメールの人気が低下している一
方で、チャットやSMSメッセージの人気が急上昇している風潮についてレポートが掲載さ
れています。たとえば最近行われた調査では、18〜 34歳の回答者の半数以上が「電話よ
りチャットをよく使う」と回答しています。	

とはいえ、従来のサポートチャネルよりもチャットをよく利用しているのは「ミレニアル世代」
だけだと考えるのは早計です。55歳以上の回答者も、45％以上がやはりチャットを利用し
ています。この世代の回答者は、チャットを利用する理由として、待たされないことや、全体
的な利便性などを挙げています。使い慣れた方法（タイピング）を使用してリアルタイムのや
り取りができるため、この世代の潜在利用者にとってもチャットは貴重なチャネルとなるでしょ
う。

「これまで、顧客からの問い合わせ手段は電話またはメールに限られて	
いたので、海外の顧客はメールの返信を待ったり、国際電話をかけること
には消極的でした。このような顧客に、手軽なチャットサポートを提供する
ことで、やり取りが大幅に増え、顧客満足度も全体的に向上しました。」

VeraSafe社プログラム管理者、Matt Joseph氏    

https://www.forrester.com/Making+Proactive+Chat+Work/fulltext/-/E-RES57054?objectid=RES57054
https://www.forrester.com/Making+Proactive+Chat+Work/fulltext/-/E-RES57054?objectid=RES57054
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
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3. 問題解決が速い
	
「時は金なり」ということわざをご存知だと思いますが、顧客ーサービス以上に、このこ
とわざがふさわしいものがあるでしょうか。ある調査では、顧客の60％がサポートを受
けるために1分以上待ちたくないと答えています。チャットは保留にされることがないの
で長い待ち時間もなく、顧客は電話を使う場合よりも迅速に質問への回答を得ることが
できます。実際の調査では、顧客が最初にチャットを開始してから約 23秒後にやり取り
が開始されていることがわかっています。2014年のZendesk Chatユーザーのデータ
を見ると、チャットで問題を解決する平均時間はわずか12分程度です。
	
モバイルコンピューティングへの移行が、不可能とはいわないまでも、電話によるカスタ
マーサポートを難しくしています。インターネットをモバイル端末上で使用する消費者が
多いためです。たとえば、企業のモバイルサイト上で見た製品について質問があるとします。
サポートを電話で受けようとしたら、ブラウザのアプリをいったん離れて電話をかけなけ
ればなりません。チャットなら顧客体験はシームレスになります。

「顧客とやり取りしながらサポートする方法はたくさん	
ありますが、チャットではそれをリアルタイムで適切に行う	
ことができます。」
Datanyze社COO、Jon Hearty氏   

2 16

https://www.zendesk.co.jp/resources/theres-chat/
https://www.zendesk.co.jp/resources/theres-chat/
https://www.zendesk.co.jp/resources/theres-chat/
https://www.zendesk.co.jp/resources/theres-chat/
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4. 人間味がある
	
取引相手は実際の人間の方がいいという意見には、たいていの人が賛成するはずです。い
つでも、どんなふうにでも、仕事をしたり、買い物をしたり、楽しんだりすることができるイ
ンターネットではより高いレベルの自律性が認められていますが、インタラクティブ性を組み
込んでいない古いスタイルのセルフサービスのeコマースサイトには、もはや競争力がありま
せん。Webサイトでチャット機能を提供することは、買い物客にあいさつし、買い物を手伝
う親しみやすい店舗スタッフを雇うことと同じです。訪問者には助けが必要です。オンライン

ショッピングでは、何と消費者の83％が何らかのサポートを必要としています。 

チャットは、たいていは無機質なオンラインサポートの世界に人間味を与えます。使い古さ
れた定型の応答を機械的に返す代わりに、チャットは顧客を人間のサポート担当者に接続
します。チャットは人とのつながりを提供します。信頼を確立し、今この瞬間にビジネスの
舞台裏に、顧客を気にかけている人間が実際にいることを訪問者に知らせて安心させます。
チャットは、オンラインサポートの世界に、人間同士のやり取り特有のメリットをもたらし
ます。	

https://econsultancy.com/blog/61991-83-of-online-shoppers-need-support-to-complete-a-purchase-stats
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5. プライバシーを保てる
	
モバイル端末の普及により、仕事と個人の生活を分けることがこれまで以上に困難になっ
ています。たとえば、物理的にはオフィスにいながら、誕生日プレゼントや新しい冷蔵庫
を探して何百もの製品を見て回ることができます。実際のところ、新しい顧客の多くは、
Webサイトで支払いをするときに、おそらく勤務中です。または、彼らはバスに乗ってい
たり、子供のサッカーの試合のハーフタイム中かもしれません。つまり、往々にして電話
を掛けられる状況にありません。チャットでは、訪問者が質問をしたり、個人情報をこっ
そり提供したりすることで、すべてのやりとりをサイト内にとどめておくことができます。	

個人としての生活と職業人としての生活の区別があいまいになっているのはソーシャルメ
ディアも同じです。ソーシャルメディア上でサポートの提供と顧客が抱える問題の対応を行
う企業はますます増えています。FacebookやLinkedInを好んで利用する顧客ほど、ソー
シャルメディアチャネルのような公開フォーラムで個人生活のフラストレーションを解消し
ようとは考えないものです。また、社内のチャット担当者は顧客との以前のやりとりにアク
セスすることができますが（さらに、チャットログを保存、印刷、共有することも可能です）、
それらのチャットのやり取りが公開チャネルで公表されることはありません。

「お客様の多くが繊細で複雑な法的問題についてのサポートを求めて	
おり、自動化によるプロセスだけでは不快感を与えかねません。でも
Zendesk Chat のおかげで、初めてのお客様も最初からオンコール	
対応の専門家と相談し、質問をしたり、当社のサービスについて確信
することができます。」

 LawyerFair社CEO、Andrew Weaver氏

「誰にでも電話で要件を話す時間があるとは限りません。公共交通機関
で通勤している人もいます。デリケートな問題についてのアドバイスなら、
周囲の人に聞かれたくはないでしょう。Zendesk Chatを通じて、顧客
は私たちのアドバイザーチームにリアルタイムでチャットし、公共空間に
いる場合でも、求めているアドバイスをこっそり得ることができます。」

BaKare Beds社コミュニケーションマネージャー、Steven Baker氏
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チャットを企業の顧客サービスに追加することで、顧客がWebサイトにアクセスした瞬間
から体験を最適化し、パーソナライズすることができます。チャットを使用して顧客が購入
プロセスを進めるのをサポートすることで、収益を向上させ、サポート担当者と見込み客
の両方のプロセスを合理化する方法を特定することができます。

ここでは、企業がチャットを導入する最大のメリットを5つご紹介します。	

1. プロアクティブに対応できる
	
電話やメールなどのサポートチャネルは、本質的に受動的なものであり、顧客が行動を起
こすまでは使用できません。これらのサポートは、誰かを見つけて質問しない限り接客し
てもらえないという点で、デジタル版の店員のようなものです。Nordstromは優れた顧
客サービスで有名ですが、それには理由があります。担当ブースに足を踏み入れたお客様
全員に、挨拶して声をかけるように従業員を教育しています。	

プロアクティブなサポートでは、見込み客が質問するのを待たずに、こちらからサポート
を提供します。カスタマイズされたトリガとリアルタイムの訪問者の監視機能を組み合わせ
たチャットにより、サイトの訪問者が買い物をしようと考えたその瞬間に、その訪問者に
声をかけることができます。

プロアクティブなサポートは、購入プロセスで顧客にひとつひとつ購入手順を説明する場
合に非常に便利です。調査によると、顧客がチャットを利用した場合、購入する可能性
が3倍高くなります。商品や購入プロセスに関する質問の回答をチャットを通じて提供す
ることで、訪問客がショッピングカートを放棄するのを防ぎ、コンバージョン率を改善で
きます。

企業の収益に
チャットが与える影響

「トリガを設定して、チャットウィンドウをポップアップし、	
訪問者をチャットに誘うことができます。新しい訪問者とリピート	
訪問者に、それぞれ別のトリガを設定できます。そして、訪問者は	
すぐに会話を始めることができます。」	
3 Minute Angels社マーケティングマネージャー、Darren Bennett氏

http://ezinearticles.com/?Improving-Customer-Service:-A-Role-Model-If-Youre-Already-Good&id=80701
http://ezinearticles.com/?Improving-Customer-Service:-A-Role-Model-If-Youre-Already-Good&id=80701
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2. 効率的に対応できる
	
必然的に収益に影響するため、すべてのビジネスは従業員の生産性向上に努めています。
ところで、チャットがサポート担当者のマルチタスクを容易にして生産性を向上させること
をご存知でしょうか。チャット担当者は一度に複数の顧客の対話を処理できるため、一
度に1つの通話を処理するのではなく、複数の問題を同時に解決できます。実際、チャッ
ト担当者は、関連する問題の複雑さに応じて、通常 6つのチャットを同時に行うことが
できます。		

チャットは顧客サービスを提供する最速の方法であるだけでなく、他のチャネルよりも安
価です。実際、チャットはコールセンターの半分のコストしかかかりません。	

「今では私たちは、リクエストの処理と顧客の苦情解決を	
10 倍も速く行えるようになりました。電話やメールベースの	
システムと比較して、大幅に改善されています。	
TrueConf社セールス＆ビジネス開発ディレクター、Dmitry Odintsov氏
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3. 効果的に対応できる
	
業界アナリストは、チャットがビジネスに与える影響を指摘しています。米国とイギリスの
オンラインショッピング客の31％が、チャットで会話をした後に購入することが多いこと
がわかっています。つまり、チャットなら、チェックアウトの瞬間に問題を解決するのに
役立つのです。

例を見てみましょう。無料配送を宣伝している広告を見た後、サイトで顧客がショッピン
グをしたとします。顧客は製品を選択し、チェックアウトプロセスを開始します。ところが、
「送料無料」のはずが$3.95の送料が表示されています。チャットがなければ、顧客は
リアルタイムで送料について質問することができず、そのまま購入するか、メールを送っ
て担当者からの返事を数日間待つかを決めなければなりません。この時点で顧客は、送
料無料で購入をすぐに完了できない不満から購入を諦める結果になるかもしれません（い
わゆる「カート放棄」）。チャットさえ利用できれば、顧客は問題を解決し、送料無料で
購入を完了していたでしょう。	

チャットでは、サポート担当者同士で対話したり、顧客を相手に対話することができます。
つまり、チャットキューは常に管理下にあり、社内の知識共有によって問題はより効率的
に解決されます。顧客と同じように、あなたの会社もチャットのプライバシーが保護され
ることにメリットがあります。サポート担当者は、問題が拡大して不満を抱いた顧客がソー
シャルメディアなどのより公開性の高いパブリックチャネルに向かう前に、迅速にサポー
トを提供することができます。

4. 顧客を深く理解できる
	
チャットは企業が見込み客や顧客をより正しく理解するのに役立つ重要なデータを提供
します。eコマース会社の経営幹部は、買い手がチェックアウトページで購入を断念する
理由が気になって眠れません。チャットを使用すれば、買い手のチェックアウトをためら
わせている問題が何か、また今後の取引でそれらの問題の発生を防ぐためにできること
について、理解できます。

また、チャットは最適な販売アプローチを特定するためにサポート担当者が顧客に質問
するチャンスでもあります。効果的なマーケティングとは、要するに顧客を知ることです。
企業は、特定の購買層を狙った戦略を開発したり、顧客のニーズやつまづきやすいポイ
ントを念頭に置いてサイトのコンテンツを調整したりすることによって、顧客の反応をうま
く活用することができます。	

https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
https://www.zendesk.co.jp/resources/theres-chat/
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誰もが個人として尊重されたいものですが、オンラインショッピング客もその点は同じで
す。チャットでは、VIP 顧客やリピート顧客がWebサイトにアクセスしたときに通知す
るトリガやアラートを活用し、サービスをパーソナライズすることができます。また、顧
客からのフィードバックを収集するためのチャネルとしてのチャットの使用も見過ごせませ
ん。チャットは、訪問者が自分の体験を評価し、顧客サービスを改善するための提案を
提供するための簡単で安価な方法を提供します。

5. 顧客をサイトに引き留めやすい
	
チャットは、インセンティブや特典をプッシュするための新しいチャネルとなります。た
とえばトリガを使用して、あらかじめ定義したプロフィールに適合するユーザーに、割
引クーポンやその他のインセンティブを提供できます。チャット参加者に特典を提供す
ることで、訪問者をチャットに誘うこともできます。チャットに参加した顧客は、おそら
くサイトに長時間滞在することになり、結果的に注文額が増えることもあるでしょう。あ
る調査によると、チャットを使用した場合、平均注文額が 19％も増加しています。さ
らに、チャットユーザーのグループを拡大することで、ターゲット顧客の理解を深め、	
マーケティングキャンペーンを細やかに調整することができます。
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前述したように、チャットを使用すると、メールに返信したり電話キューを管理すること
なく、すばやく質問に答えることができます。チャットを使用することで、顧客が必要な
ものを簡単に見つけたり、購入の障害になる問題や疑問を解決したり、サイト滞在が長
引いたりします。その結果、ショッピングカート内により多くのアイテムが入ることにもな
ります。	

チャットを導入するメリットのまとめ

顧客に好まれている：前述したすべての理由から、チャットは顧客満足度の面で他のチャ
ネルよりも優位にあります。消費者の73％がチャットでのサポート体験に満足しています	
（メール61％、ソーシャルメディア48％、電話 44％）。

収益が向上する：これまでに示したように、チャットには売上増加なの収益上のメリット
があります。オンラインショッピング顧客の77％が購入前にサポート担当者との直接コミュ
ニケーションを望み、それができない場合は半数以上が購入を控えると回答しています。

チャット導入の勧め

今日のチャットは、黎明期のチャットから劇的な進化を遂げています。今では、チャットの
インストールは、シンプルで合理的なプロセスです。必要なのはZendesk Chatのような
チャットツールのサブスクリプションと、Webサイトへの軽量なコードのインストールだけ
です。わずか数分しかかかりません。さらに、トレーニングビデオとベストプラクティスの
ガイドラインが用意されています。チャット担当者は、チャットで優れた顧客サービスを提
供するための専門知識をすばやく習得できます。

企業と顧客の双方に多大なメリットをもたらすチャットの導入を、ぜひご検討ください。

大幅に進化した今日のチャット

https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
https://www.zendesk.co.jp/chat/

