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はじめに

リサーチの目標

24時間365日の連続稼働が求められる昨今のビジネス環境において、組織はカスタマーエクスペリエンス（CX）の継続的な
改善を迫られています。さらに、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受けて、顧客の要求にいかに答えるかが問われて
います。本調査でも、回答者の78%が顧客中心主義の視点から俊敏性（アジリティ）の重要度が高まっていると回答していま
す。ESGとZendeskが最近共同で行った調査の目的は、カスタマーサポートの運用において洗練されたアプローチを採用して
いる組織は定量的により優れたサポートを提供しているのかどうか、またそれはどの程度優れているのかを検証することでし
た。また、さらに一歩踏み込んで、より優れたサポートの提供が組織の業績全般にどのような影響を与えるのかを検証しようと
考えました。

調査対象

本レポートは、2020年夏に行われたアンケート調査の結果をまとめたものです。このアンケートには、組織においてカスタマー
エクスペリエンスの実現と向上の任務を担い、業務上の意思決定権を持つ1,012人の方が参加しました。本レポートでは、その中
から、従業員100名以上の組織に勤務し、米国、カナダ、ブラジル、メキシコ、英国、ドイツ、フランス、オランダ、スウェーデン、 
オーストラリア、インド、日本、シンガポールに居住する512名の回答者に焦点を当てています。

市場分類

前述の目標を達成するために、ESGはカスタマーサポートに関する成熟度の指標を作成し、回答者および回答者の組織を 
チャンピオン（Champion）、ライザー（Riser）、スターター（Starter）の3つの成熟度に分類しています。この中でカスタマー
サポートを担う組織に幅広いベストプラクティスを導入しているのがチャンピオン企業です。このベストプラクティスには、適切
な人員配置や、チームのスキルアップ、エージェントの業務効率を改善するツールの採用、包括的かつタイムリーなデータの取
得、さらにそのデータを活用したチームのパフォーマンスの最適化などが含まれます。

サポートチームのパフォーマンス、エージェントのエクスペリエンスとオペレーション、企業業績を、これらのカスタマー 
サポートに関する成熟度レベルとESGの成熟度指標全般で比較することにより、成熟度レベルの向上に伴って顕在化する差異
をデータに基づいて定量的に評価できるようになります。

主なポイント

チャンピオン企業は、業績に影響を与える次の要件において確実に他社を上回っています。

サポートチームのパフォーマンス

 ● チャンピオン企業はスターター企業に比べて、解決にかかる合計時間数を平均で34%（約3時間）短縮していま
す。

 ● チャンピオン企業は一次回答で問題を解決する割合がスターター企業よりも12%高く、エージェントの業務の効率
化と顧客満足度の向上につながっています。

 ● チャンピオン企業は多様な方法で顧客エンゲージメントを強化しています。チャンピオン企業が提供するエンゲー
ジメントのチャネルは、スターター企業に比べて2つ多くなっています。
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エージェントエクスペリエンス

 ● チャンピオン企業のエージェントは、スターター企業のエージェントと比較して、同じ時間でおよそ2倍（92%）多く
のリクエストを処理しています。

 ● チャンピオン企業では、スターター企業と比較して、離職率が「まったく問題ではない」とする回答が6.7倍 
（40%対6%）になっています。

業績

 ● 顧客満足度（CSAT）の目標を上回るチャンピオン企業は、スターター企業の6.1倍です。

 ● 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けてリモートワークにスムーズに移行したチャンピオン企業は、 
スターター企業の4.9倍です。

 ● 過去6か月で顧客基盤を成長させたチャンピオン企業は、スターター企業の3.3倍です。

 ● 過去6か月で顧客の支出を大幅に拡大させたチャンピオン企業は、スターター企業の8.7倍です。

カスタマーサポートのチャンピオン企業から学べること

チャンピオン企業には、成熟度が低い組織と比較していくつかの大きな違いが認められます。

 ● チャンピオン企業になるには、トップダウンのアプローチでCXに焦点を当てる文化が必要になります。チャンピオン
企業の81%が、ビジネスにおけるCXの優先度が高いとしています。

 ● チャンピオン企業はデータを活用しています。チャンピオン企業の97%が、明確なサポート指標とKPIを設定しデー
タドリブンな運用を行っていると述べています。

 ● チャンピオン企業は成功に向けて投資しています。チャンピオン企業の57%は、今後12～24か月に投資の大幅な
増加を予定していますが、スターター企業はわずか9%でした。
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はじめに：CXの定義

カスタマーエクスペリエンス（CX）とは具体的にどのようなものなのでしょうか。本レポートでは、CXを「カスタマージャーニー
全体にわたる企業との接点において、顧客が企業のブランドに対して抱く感情」と定義します。したがって、CXは主に製品と社員
という2つの要素の影響を受けることになります。

カスタマージャーニー全体を通して企業とその顧客との間には数多くの接点がありますが、顧客が直面した問題や製品に生じた
疑問が迅速かつ効果的に処理されない場合は、当然ながらCXが低下する可能性があります。組織は適切なカスタマーサポート
をタイムリーに提供し、顧客満足度を最適化してリピーターを増やし、顧客の生涯価値を高められるよう努力しなければなりま
せん。サポートを受けるのに長時間待たされたり、回答が的外れだったり、問題がいつまでたっても解決しなかったり、担当者が
不親切だったりという経験をすると、ブランドの支持者が即座に批判者に変わってしまう、というのはよくあることです。

ESGとZendeskが実施した調査では、優れたCXの提供に影響を与える組織の能力と、その業績との関連性の検証に取り組ん
でいます。この調査は、自社組織のCX能力、優先度、現状の取り組みに関与する512名へのアンケート結果に基づくものです。
回答者はすべて管理職であり、28%が副社長または最高経営幹部で、45%はシニアマネージャーや重役などの役職に就いてい
ます。また、すべて従業員数100名以上の組織に属しており、営業、マーケティング、サービス、サポート、eコマース、CX拠点な
ど、なんらかの顧客接点を持つ職務に携わっています（調査範囲の詳細については、付録I：調査の手法と回答者の属性をご覧く
ださい）。

高いリスク

調査結果から、優れたCXが必要不可欠であることが明らかになっています。回答者は、顧客は標準を下回るCXにあまり寛容で
はなく、レベルの低い接客態度を理由に、代替する製品やサービスを積極的に求めるようになるだろうと考えています。実際、
「CXを継続的に向上させない限り、顧客中心主義を実践する競合他社には打ち勝てない」という仮説には、回答者の89%が同
意しています（図1参照）。
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図1．CXの低下はビジネス上のリスクにつながる
「CXを継続的に向上させない限り、顧客中心主義を実践する競合他社には打ち勝てない」 

という意見についてどう思いますか？ 
（回答者の割合、従業員100人以上の組織、N=512）

そう思わない：3%
同意も反対

もしない：7%

まったくそう思わない：1%

そう思う：41% 非常にそう思う：49%

89%の組織が、CXの低
下は事業の低迷につなが
ると考えている。

出典：Enterprise Strategy Group

優れたCXの実現が重要なことは明らかですが、CXの実践力を向上するために、組織はどのようなことに焦点を当てているので
しょうか。この質問に対する回答は非常に前向きなものでした。組織が新型コロナウイルス感染症拡大の不確実性とマクロ経済
の影響に取り組んでいる時期に調査が行われたにもかかわらず、回答者はCX関連のコストを削減するのではなく、むしろ顧客
に提供するサービスの向上に焦点を当てています。特に、さまざまな方法を採用して顧客により優れた情報を提供することに注
力し、顧客が購買に至るまでのプロセスを支援しています（図2参照）。

図2．CXの優先事項
今後12か月において、組織が向上させるべき最大の優先事項はCXのどの側面ですか？

（回答者の割合、従業員100人以上の組織、N=512）

より高品質な情報を 
顧客に提供する

顧客とやりとりする 
手段を増やす

顧客に情報をより迅速に 
提供する

顧客データの可視性と 
使用方法を改善する

コストを削減する

顧客への提供価値の 
向上はコスト削減よりも
重要視されている。

45%

44%

33%

30%

21%

出典：Enterprise Strategy Group
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本レポートの後半では、組織が顧客にカスタマーサポートを提供するさまざまな方法と、達成した成果について説明しています
が、この方法論について説明する前に、いくつかの重要なデータポイントを確認する必要があります。

ビジネスの健全性を確保するには、CXの継続的な向上が必要であることは言うまでもありませんが、すべての組織がCXを重視
しているわけではありません。自社がCXをビジネス上の重要な優先事項として捉えているかどうかを尋ねたところ、カスタマー 
サポートのベストプラクティスを総合的に導入している組織（本レポートでは「カスタマーサポートのチャンピオン企業」と呼
ぶ）の81%が「捉えている」と回答しました。対照的に、CXのベストプラクティスの導入率が最も少ない組織（本レポートでは 
「カスタマーサポートのスターター企業」と呼ぶ）では、41%にすぎませんでした。組織がCXを重視することは、CXのベストプ
ラクティスをより広範囲に実装する能力と直接関係しているのは明らかです。

同様に、大規模な組織のほうがCXの改善をより重視していることも見逃せません。従業員数100名以上の組織では、57%が 
「重視している」としたのに対し、従業員数100名以下の組織では49%でした。

さらに、顧客中心の組織は、CXの向上を軽視する組織に比べ、顧客基盤の拡大に成功していることがわかりました。回答者
に、過去6か月で組織の市場シェアが増加または減少したかを尋ねたところ、チャンピオン企業の76%が、競合他社と比較して
顧客数が純増したとした一方、スターター企業の73%が顧客の増加数は横ばいか減少していると回答しています。

カスタマーサポートのチャンピオン企業になるための要素

組織が顧客に提供するエクスペリエンスの質を評価する成熟度指標を開発しました。この指標では、カスタマーサポートの成熟
度を判断するために、アンケートから7つの質問をピックアップしています。この7つの質問では、パフォーマンスを向上させるた
めの要件として、サポートチーム、ツール、データの3つの視点に言及しています。したがって、次のような質問で構成されていま
す。

 ● 組織のスタッフはエージェントに十分なサポートを提供し、適切なトレーニングをしていますか？

 ● 優れた「エージェントエクスペリエンス」を実現するツールをエージェントに提供し、職務の向上をサポートしていま
すか？

 ● カスタマーサポートに関する広範な主要業績評価指標（KPI）をタイムリーに取得していますか？そして、そのデー
タを活用して商品、サービス、ビジネスプロセスを進化させていますか？

バイナリスコアリングシステムを使用して組織を評価し、組織がチャンピオン企業としての7つの特性を持っているかどうかを
判断しました。本レポートでは、6つ以上の特性に該当する組織を「チャンピオン企業」、4～5つの特性に該当する組織を「ライ 
ザー」、該当する特性が3つ以下の組織は「スターター企業」と定義しています（詳細は図3および付録II：カスタマーサポートの
成熟度レベルの確立をご覧ください）。

CX従事者には能力向上のロードマップとしてこうした情報が提示されます。本調査は、組織が課題の改善に取り組むと共に、強
みを理解しさらに強化していくことで、カスタマーサポートのパフォーマンスが向上するだけでなく、組織全体の業績も改善する
ことを強く示唆しています。
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図3．カスタマーサポートの現状の成熟状況

チャンピオン企業

ライザー企業

スターター企業

6つ以上の 
特性を持つ、
市場の29%

4～5つの特性を持つ、
市場の35%

0～3つの特性を持つ、市場の36%

出典：Enterprise Strategy Group

このデータから、大半の組織において改善の余地があるのは明らかですが、一方で、規模が大きいほど成熟度が高いことがわか
ります。実際、従業員100人以上の大規模組織の29%がチャンピオン企業に分類されるのに対し、小規模組織では22%にすぎ
ません。小規模組織は大規模組織に比べ、スターター企業に分類される傾向が高くなっています（小規模組織で47%、大規模
組織で36%）。
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チャンピオン企業は顧客の期待を超える

調査では、さらにカスタマーサポートのKPIについても幅広く取り上げています。調査項目に含まれるすべての指標に
おいて、チャンピオン企業は成熟度の低い企業を上回っており、「カスタマーサポートのベストプラクティスとパフォ
ーマンスの間には、実証および定量化可能な関連性がある」という重要な仮説を提供しています。ここでは、優れたサ 
ポートの要件に関する調査結果をまとめています。

市場をリードする顧客対応スピードを実現

カスタマーサポートの提供においてはスピードが重要です。顧客にとって時間は貴重な資産であり、無駄使いはCXにとって致命
傷となります。調査にあたっては、顧客ニーズに組織が迅速に対応する能力を測定するため、顧客中心主義に基づく俊敏性（顧
客ニーズに適応し迅速に対応する能力）について、いくつかの質問を盛り込みました。

定性的に見て、チャンピオン企業が自社は俊敏性に優れていると自己評価しているのは明らかです。組織の俊敏性について全般
的な質問をしたところ、チャンピオン企業に分類される回答者の過半数（55%）は最高点である「5–きわめて俊敏」と評価しま
したが、スターター企業で同じ自己評価をした割合はわずか9%にすぎませんでした。別の言い方をすると、チャンピオン企業が
顧客ニーズにきわめて俊敏に対応する可能性は、スターター企業の6.1倍に達するということです。

この結果はあくまでも主観的なものですが、この結果を補足するデータもあ
ります。俊敏性を定量的に測定する指標の一つが「初回応答時間」です。具
体的には、顧客が問い合わせをした時点からカスタマーサービスの担当者が
顧客に応答するまでの時間を指します。顧客から問い合わせを受けた場合に
絶対に避けなければならないのは、顧客を長時間待たせることです。調査結
果から、チャンピオン企業がとりわけ速く応答することが示されており、初回
応答時間を平均1時間未満と回答した割合はスターター企業の2倍近く（27%対16%）に達し、初回応答時間のグループ平均は 
スターター企業より1時間も速くなっています（図4参照）。

チャンピオン企業は解決に
かかる合計時間数をスター
ターに比べ、平均で34% 
（約3時間）短縮している。
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図4．平均初回応答時間の測定
顧客からの問い合わせを受けてから、 

サポート担当者が応答するまでにかかった時間（平均初回応答時間）はどれくらいですか？ 
（従業員100人以上の組織の平均値）

スターター企業
（N=173）

ライザー企業
（N=176）

チャンピオン企業
（N=150）

3.77

3.10 2.77

27%短縮

出典：Enterprise Strategy Group

初回応答時間の測定に加え、平均合計解決時間数、すなわち、初回の問い合わせから解決に至るまでにかかった時間も測定し
ました（初回応答時間よりさらに重要です）。この基準でもチャンピオン企業が優位に立っており、平均合計解決時間が1時間未
満と回答した割合はスターター企業の2.1倍（21%対10%）、このグループの平均合計解決時間はスターター企業より34%短く 
なっています（図5参照）。

チャンピオン企業には、俊敏性に関して高い自己評価をするだけの正当な理由があります。調査対象の86%が俊敏性は組織に
とって不可欠または重要であると感じていることを踏まえると、スターター企業に改善の必要性があることは明白です。

図5．平均合計解決時間の測定
顧客からの問い合わせを受けてから、 

解決に至るまでにかかる時間（平均解決時間数）は平均何時間ですか？ 
（従業員100人以上の組織の平均値）

スターター企業
（N=173）

ライザー企業
（N=176）

チャンピオン企業
（N=150）

8.48

5.65 5.60

34%短縮

出典：Enterprise Strategy Group
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「スピード＋質」は優れたカスタマーサポートを実現する方程式

カスタマーサポートの提供においてはスピードが重要です。ただ、どんなに迅速な対応でも、それが役に立たなければ意味がな
く、顧客の不満につながるのは言うまでもないでしょう。カスタマーサポートのチャンピオン企業になるには、スピードと有効性
の両方を兼ね備える必要があります。

定性データによると、チャンピオン企業はサポートの質についても期待に応えていると考えています。必要な情報とソリュー 
ションを顧客に提供する能力についての質問では、自分のチームを「市場をリードしている」または「強みがある」と評価した 
チャンピオン企業の割合がスターター企業の3.2倍（77%対24%）に上っています。また、俊敏性と同様に、この結果を補完する
データも取得。サポートチームがどれだけ効果的に顧客に情報を提供したのか、未解決問題の割合を調査しました。

顧客の問題が一定数未解決となるのは避けられないものの、優れたチームを擁
する組織が、最高のツールを使い、データを最大限効率的に活用することによ
り、この数を減少させることは可能です。調査結果のデータでも、顧客の問題が
未解決となる割合が1%未満と回答したチャンピオン企業は、スターター企業の
3.2倍（29%対9%）となっています。

図6．未解決問題の割合
組織のサポート担当者が受けた問い合わせのうち、解決できなかった割合は？ 

（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

1%未満

9% 10%

29%

41%
44%

27%

42% 44% 44%

1～4% 5%以上

スターター企業
（N=184）

ライザー企業
（N=178）

チャンピオン企業
（N=150）

未解決問題を抱える 
スターター企業の割合は
チャンピオン企業の3.2倍

出典：Enterprise Strategy Group

さらに、一度のやりとりで解決できた割合（一次回答で解決されたチケットの割合）においても、チャンピオン企業は即座に顧客
の問題を解決する能力で他社をリードしています。平均すると、チャンピオン企業は顧客の問題の83%が一度のやりとりで解決
すると回答しており、スターター企業の74%を上回ります。

チャンピオン企業は一次回
答で問題を解決する割合
が12%高く、エージェント
の効率性と顧客満足度の
向上につながっている。
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図7．一次回答で解決されたチケットの数
顧客からの問い合わせのうち、一度のやりとりで解決できた件数の割合（一次回答チケットの割合）はどのくらいですか？ 

（従業員100人以上の組織の平均値）

スターター企業
（N=174）

ライザー企業
（N=175）

チャンピオン企業
（N=150）

74%

79%
83%12%高い

出典：Enterprise Strategy Group

顧客による自己解決を促進

カスタマーサポートを大規模に提供する効果的な方法として、顧客が自分で問題解決を図るセルフサービスが挙げら
れるように、ヘルプセンターは包括的なCX戦略の必須要素となっています。ヘルプセンターにはよくある質問（FAQ）、 
製品詳細、ポリシーなどがまとめられており、顧客はエージェントと直接やりとりすることなく必要な情報を見つけることができ
ます。とはいえ、効果的なヘルプセンターの構築にルールはなく、試行錯誤が欠かせません。顧客が必要とする情報は、製品リ
リース、ソフトウェアの更新、会社ポリシーの改定などに伴い随時変化します。チャンピオン企業はこうした変化を認識していま
す。ヘルプセンターリソースを最新の状態に保つための取り組みについて回答者に尋ねたところ、チャンピオン企業の10人中7人
（70%）が非常に効果的な取り組みを実施していると回答し、スターター企業の5.4倍（13%）に達しました（図8参照）。

図8．ヘルプセンターのリソースを最新状態に保つ
新しい情報/記事が定期的に投稿され、古い情報/記事は削除されるなど、 

ヘルプセンターのリソースを最新状態に保つための効果的な取り組みを実施していますか？ 
（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

非常に効果的

13%

27%

70%
61%

67%

30% 26%
6% 1%

効果的 効果的でない

スターター企業
（N=133）

ライザー企業
（N=150）

チャンピオン企業
（N=138）

非常に効果的であ
る割合は、チャンピ
オン企業ではスター 
ター 企 業の5 . 4 倍 
以上

出典：Enterprise Strategy Group
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あらゆる場所で顧客エンゲージメントを強化

顧客が顧客との関係性を強化する方法は過去10年間で急増しました。「お問い合わせ」のメールアドレスと電話番
号だけで十分と考えられていたのは過去の話です。今では、メッセージ表示、チャット、ソーシャルエンゲージメン
ト、その他の新しいチャネルを通じて、顧客はどこにいても対応してくれるものと期待しています。

以下のデータでは、チャンピオン企業がこの「オムニチャネル」の潮流を受け入れていることが示されています。顧客とのエンゲー 
ジメントに使用可能なチャネルのリストを回答者に提示して、自社が顧客に提供しているチャネルについて質問したところ、電話
とメールはほぼ普遍的に使用されていますが、オンラインヘルプリソース、メッセージアプリ、ソーシャルエンゲージメント、チャッ 
ト、メッセージ表示などのチャネルを採用済みと回答した割合はチャンピオン企業が圧倒的に高くなりました（図9参照）。実際
に、組織の平均使用チャネル数を見ると、チャンピオン企業が提供しているエンゲージメントチャネルは、スターター企業より平
均して約2つ多くなっています（7.2件対5.3件）。

図9．使用している顧客エンゲージメントチャネル
現在次のどのチャネルを通じてカスタマーサポートを提供していますか？ 

（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

スターター企業（N=184）
ライザー企業（N=178）
チャンピオン企業（N=150）

91%
90%

96%
90%

96%
95%

72%
84%

92%
58%

74%
89%

70%
80%

87%
60%

76%
83%

64%
71%

75%
46%

65%
72%

40%
53%

68%

電話

メール

オンライン 
ヘルプセンター

メッセージング 
アプリ

ソーシャル 
メディア

オンライ 
ンチャット

Webフォーム

SMS 
（テキスト）

オンライン 
コミュニティを主催

出典：Enterprise Strategy Group
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これまでのまとめ：優れたカスタマーサポートは顧客の労力を軽減

これまで説明したすべてのKPIと能力には「円滑なサポート体験を提供する」という共通の目標があります。たとえば、顧客が回
答を得るまでに複数の部署に転送される、正しい回答を得るまで何度も問い合わせなければならない、適切な解決策を得るた
めに複数のチャネルを使用しなければならない場合、顧客の労力は非常に大きくなります。できるだけ顧客の手を煩わせること
なく質の高いサポートを提供したいと考えるのは当然でしょう。

ここで、組織の成功基準の1つに顧客労力指標（CES）があります。本調査では、CESの代わりに、自社が問題を容易に処理して
いることに顧客が同意すると思われる割合を回答者に予測してもらいました。チャンピオン企業は、自社が問題を容易に処理し
ていることに顧客の85%が同意するだろうと考えています。これは、スターター企業の回答（顧客の74%）よりもはるかに高い数
字です（図10参照）。

図10．顧客労力の評価
自社が問題を容易に処理していることに同意すると思われる顧客の割合は何パーセントだと思いますか？

（従業員100人以上の組織の平均値）

スターター企業
（N=133）

ライザー企業
（N=174）

チャンピオン企業
（N=150）

74%
81%

85%15%高い

出典：Enterprise Strategy Group
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エージェントエクスペリエンスを改善する

ここまでは主にカスタマーエクスペリエンスに言及してきましたが、エージェントエクスペリエンスを見逃すことはできません。 
エージェントは、さまざまな顧客に最前線で対応するため、顧客を満足させ、企業やブランドへのロイヤルティを高める能力を
備えていなければなりません。

複数チャネルのサイロ化を解消

チャンピオン企業は競合他社に比べ、顧客により多くのエンゲージメントチャネルを提供
する傾向が高いことはすでに説明したとおりです。これにより、理論上は顧客にさらに多
くの選択肢と柔軟性を提供できるため、CXが改善します。しかし実際は、必ずしもその
通りにはいきません。

顧客が電話でサポート担当者とやりとりをした後、数日を経てさらに質問が発生したた
め、今度はチャットで別の担当者とやりとりをするというシナリオを考えてみましょう。顧
客、顧客の問題、解決に向けた進捗状況などに関する明確なクロスチャネルのプロフィールがなければ、顧客とチャットしてい
るエージェントが優れたエクスペリエンスを提供できる可能性は低くなります。このシナリオから、エージェントにとって、チャネ
ル間をまたいだ顧客体験の可視化（オムニチャネルの顧客可視性）が重要であることがよくわかります。ただしこれを実現できる
かどうかは、カスタマーサポートの成熟度によって異なります。

調査では、顧客とやりとりしたすべてのチャネルをまたいでシームレスに顧客プロフィールを構築する組織の能力について、回答
者に評価してもらいました。多くのチャンピオン企業（45%）が、顧客プロフィールは「信頼できる唯一の情報源」と見なすこと
ができると評価したのに対し、同程度の信頼を置いているスターター企業はわずか10%でした（図11参照）。

オムニチャネルの顧客可視性に加え、組織がエージェントにそうした高度な情報をいかに迅速に提供できるかという点も重要で
す。クロスチャネルの顧客プロフィールが組織においてどのように構築されているかを回答者に尋ねたところ、スターター企業の
過半数（57%）が手動で定期的に構築していると回答したのに対し、同様の回答をしたチャンピオン企業はわずか19%でした。
一方でチャンピオン企業の37%は、クロスチャネルのプロフィールが自動的に構築され、継続的に更新されると回答。同様の回
答をしたスターター企業はわずか13%でした。カスタマーサポートの成熟度が高い組織では、クロスチャネルの高度かつ最新の
情報をエージェントに提供しています。

チャンピオン企業は
スターター企業の4.5
倍、オムニチャネルの
顧客可視性を備えて
いると考えられる。
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図11．顧客プロフィールにオムニチャネルの可視性を提供
履歴情報からの包括的な（顧客とやりとりがあるすべてのチャネルに関する）顧客プロフィールの構築について、 

組織の能力をどのように評価しますか？ 
（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

市場をリードしている–自社の
顧客プロフィールを「信頼でき
る唯一の情報源」と見なすこと

ができる

10%

22%

45%

27%

52%

42%

63%

26%

13%

高い 平均的または
低い

スターター企業
（N=115）

ライザー企業
（N=157）

チャンピオン企業
（N=146）

チャンピオン企業は
スターター企 業の
4.5倍、オムニチャネ
ルの顧客可視性を備
えている。

出典：Enterprise Strategy Group

組織のサイロ化を解消する手段の1つが、すべてのエンゲージメントチャネルの可視化です。さらにもう1つの手段は、カスタマー
サポートの質の向上を目的として、エージェントがエンゲージメントチャネルを迅速に切り替えられるようにすることです。たとえ
ば、エージェントが顧客とチャットを行う際に、電話に切り替えたほうが早く解決できると判断するかもしれません。会話を中断
せずにチャネルを変更して、顧客の問題をより迅速に解決できれば、カスタマーエクスペリエンスが向上します。非効率なチャネ
ルで行き詰ったり、チャネルの切り替えにより顧客が不快感を持ったり混乱したりした場合、カスタマーエクスペリエンスは低下
します。実際、チャンピオン企業の76%は、エージェントはチャネルをスムーズに切り替えることができると回答しています。これ
はスターター企業（19%）の4倍の数字です（図12参照）。
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図12．サポートチャネルをシームレスに切り替える機能
サポ―ト担当者は、顧客のニーズにより適切に対応するため、顧客とやりとりするチャネルを変更できますか？ 

（顧客との会話を電話からチャットに切り替えるなど） 
（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

はい、チャネルをスムーズに 
切り替えることができる

19%

39%

76%

46%
54%

22%
33%

6% 1%
はい、ただしユーザー 
エクスペリエンスには 
改善の余地がある

いいえ

スターター企業
（N=170）

ライザー企業
（N=171）

チャンピオン企業
（N=139）

チャンピオン企業
は、4倍スムーズ
にチャネルを切り
替えることができ
ると考えられる。

出典：Enterprise Strategy Group

業務効率の向上により負荷を軽減

成熟度指標の基本原則では、組織がエージェントに提供するテクノロジーエクスペリエンスに言及しています。この領域における
相関関係についてはすでに説明してきました。ツールがクロスチャネルの顧客プロフィールをタイムリーかつ包括的に提供でき
るかどうか、エージェントがエンゲージメントチャネルをスムーズに切り替えられるかどうかには、テクノロジーエクスペリエンス
との相関関係があります。テクノロジーエクスペリエンスをより幅広く評価するため、業務に使用しているテクノロジーとツールに
対するエージェントの満足度を0（不満）から10（非常に満足している）段階で評価してもらったところ、チャンピオン企業の
93%が9または10と評価しました。これに対し、チームが使用するツールに満足している比率は、ライザー企業で28%、スター
ター企業で6%にとどまりました。

エージェントに最高クラスのテクノロジーを提供することで、複数の目的を一度に
達成できます。これまでに、顧客中心主義に基づく俊敏性を達成することから、顧
客の問題解決を効率的に促すことに至るまで、すでにいくつかの目的を議論してき
ました。さらにもう1つ、エージェントの業務効率と処理能力の向上という目的があ
ります。ESGがチームの業務効率の評価について回答者に質問したところ、自社を
高く評価したスターター企業はわずか23%だったのに対し、チャンピオン企業を
代表する回答者の5人中4人（80%）が、市場をリードしている、あるいは競争力が
高いと評価しました。つまり、チャンピオン企業はスターター企業に比べて、最高
クラスの業務効率を達成する可能性が3.5倍高いといえます。このことから、チャンピオン企業がエージェントの処理能力に満
足していることが伺えます。

チャンピオン企業のエー
ジェントは、スターター企
業のエージェントと比較
して、同じ時間でおよそ2
倍（92%）多くのリクエス
トを処理している。
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ここでも定量データがこの定性評価を裏付けています。本調査では、専任または兼任としてカスタマーサービスに携わるスタッフ 
の数を把握。さらに、1か月あたりに対応した問い合わせ、リクエスト、チケットの総数を確認しました。この2つのデータポイン
トをもとに、エージェントの処理能力の定量的な指標（サポートチーム1人あたりの月平均処理チケット数）を求めたところ、ここ
でもチャンピオン企業は高い測定基準を示しています。チャンピオン企業のエージェントはスターター企業のエージェントに比
べて、1か月あたり約2倍（92%多い）のリクエストを処理しています（図13参照）。

図13．エージェントの処理能力
担当者あたり、かつ1か月あたりに処理される問い合わせ 

（従業員100人以上の組織の平均値）

スターター企業
（N=129）

ライザー企業
（N=124）

チャンピオン企業
（N=91）

75 72

144

92%高い

出典：Enterprise Strategy Group

その一方で、当社のデータから、カスタマーサポートの成熟度とチームの離職問題の間には逆相関性があることもわかっていま
す。サポート部門の離職について回答者に尋ねたところ、多くのチャンピオン企業（40%）が、離職はまったく問題になっていな
いと回答しました。この数字はスターター企業（6%）の6.7倍です（図14参照）。つまりチャンピオン企業では、サポート担当者
の適切なトレーニングと配置に加え、その業務遂行に必要なツールを提供していることが、人材の維持につながっていると考え
られます。
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図14．エージェントの離職問題
エージェントの離職率をどう評価しますか？ 
（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

まったく問題
ない

6% 10%

40%
37%

49%

28%

55%

41%

32%

あまり問題では
ない

普通/問題が
ある

スターター企業
（N=184）

ライザー企業
（N=178）

チャンピオン企業
（N=150）

チャンピオン企業
では、エージェント
の離職が問題とな
る可能性が6.7倍少
なくなっています。

出典：Enterprise Strategy Group
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優れたカスタマーサポートで業績が向上

ここまでの調査により、新たに開発された成熟度指標は、サポート部門の成功基準と高い相関性があることがわかりました。こ
れだけではありません。サポート部門に限らず、顧客満足度、顧客基盤の拡大と、その顧客基盤が行う支出、顧客を維持する組
織の能力に対する信頼など、ビジネスの成功基準にも幅広く相関が認められます。言うまでもなく、組織のサポート能力を最適
化することにより、顧客満足度を高めることが可能になり、それがビジネス全体の健全性につながるということです。

顧客満足度を高めてエンゲージメントを強化

サポートチームが単なるコストセンターではなく、ビジネスにおいて差別化要因になるかどうかは、顧客満足度を向上させる能
力にかかっています。顧客満足度の向上により、サポートチームは、組織における顧客ロイヤルティとエンゲージメントの構築を
サポートし、売上の増加と顧客の維持を可能にします。

当社の成熟度指標が顧客満足度に結びつくかどうかを検証するため、組織のパフォーマンスが顧客満足度（CSAT）目標とどの
ような相関関係があるかを回答者に尋ねたところ、チャンピオン企業の多く（43%）は、総じて目標を上回っていると回答し、さ
らに35%が概ね目標を達成していると回答しています。つまり、チャンピオン企業は、顧客満足度目標を全般的に上回る可能性
がスターター企業（7%）の6.1倍も高いと考えられます（図15参照）。
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図15．目標に対するCSATのパフォーマンス
顧客満足度（CSAT）から見た組織のパフォーマンスを一般的に見てどう評価しますか？

（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

スコアが概ね目標や
期待を上回っている

17%

スコアが目標や
期待に即している

スコアが概ね目標や
期待を下回っている

スターター企業
（N=184）

ライザー企業
（N=178）

チャンピオン企業
（N=150）

チ ャンピ オ ン 企 業 は
スターター企業の6.1
倍、CSAT（顧客満足
度）目標を上回る可能性
があると考えられる。

7%

43%
50%

43%
35% 37%

26%

13% 13%
7% 9%

正式に測定して
いない/不明

出典：Enterprise Strategy Group

成熟度との関連性は、関連する複数のビジネスパフォーマンス測定基準でも見受けられます。たとえば顧客満足度は、多くの場
合市場シェアの向上と関連性があります。理論的には、優れたCXが高い顧客満足度につながり、さらには、その評判が拡散し
て顧客基盤が拡大します。この論理を裏付けるため、過去6か月間の組織のパフォーマンスを説明する指標として、顧客数の増
減を回答者に質問しました。顧客数の増加を報告したチャンピオン企業の割合は4分の3以上（76%）とスターター企業の割合
（23%）の3.3倍を記録しました（図16参照）。



調査インサイトペーパー：優れたCXリーダーに学ぶビジネス成功の秘訣

© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. All Rights Reserved.

22

図16．市場シェアの変化
過去6か月における組織のパフォーマンスを最もよく表しているのはどれですか？ 

（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

競合他社から 
奪った顧客数のほうが 

奪われた顧客数より多い

23%

46%

76%

60%
49%

21%
13% 3% 3%

競合他社から 
奪った顧客数と 

奪われた顧客数が同じ

競合他社から 
奪った顧客数のほうが 

奪われた顧客数より少ない

スターター企業
（N=184）

ライザー企業
（N=178）

チャンピオン企業
（N=150）

チャンピオン企業は顧客基盤拡
大の可能性がスターター企業の
3.3倍

出典：Enterprise Strategy Group

同様に、顧客満足度の向上はやがて顧客支出の増加にもつながっていきます。これは、顧客満足度の高い体験を提供した担当
者からのアップセルやクロスセルの提案のほうが、顧客に受け入れられやすいためと考えられます。この関連性を裏付けるた
め、過去6か月間における顧客ごとの支出について質問しました。顧客支出が大幅に増加したと回答したチャンピオン企業の割
合は過半数（52%）に達したのに対し、スターター企業はわずか6%にとどまりました。逆に、顧客支出が横ばいまたは減少した
と回答したスターター企業の割合は、チャンピオン企業の15%と比較して、半数近く（49%）にのぼりました（図17参照）。
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図17．顧客支出の傾向
過去6か月間で、顧客が1年間に支出する金額（顧客が1年間に製品やサービスに支出する平均金額）は 

どのくらい変化しましたか？ 
（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

大幅に増加

6%

緩やかに増加 横ばい

スターター企業
（N=161）

ライザー企業
（N=167）

チャンピオン企業
（N=132）顧客支出の大幅な増加を報

告したチャンピオン企業の
割合はスターター企業の8.7
倍。

14%

52%

43%

57%

34%
28%

19%

6%

21%

9% 9%

減少

出典：Enterprise Strategy Group

最後に、過去の実績が将来の自信につながることを示すデータをご紹介しましょう。今後12か月の顧客維持率は目標を上回る
と考えているチャンピオン企業の割合は65%であったのに対し、同じように考えるスターター企業の割合はわずか11%にとどま
りました。

サポートチームに対する評価

カスタマーサポートの成熟度とビジネスパフォーマンス実績の間に見られる多くの関連性について、ESGでは因果関係があるも
のと考えますが、調査結果はどうでしょうか。

組織の上級リーダーが自社のカスタマーサポートとサポートチームをどのように見ているかについて、5（カスタマーサポートは
競争上の差別化要因である）から1（カスタマーサポートはビジネスの足枷である）の間で自己評価を求めた結果、次に示すよう
に、カスタマーサポートおよびサポートチームの成熟度が高いほど、競争上の差別化要因として評価される可能性が高いことが
判明しました。チャンピオン企業では、ビジネスリーダーがチームを5と評価する割合が72%であるのに対し、スターター企業で
はわずか19%にとどまっています（図18参照）。
チャンピオン企業の上級ビジネスリーダーは自社のカスタマーサポートとサポートチームを競争上の強みと回答しています。この
データは、カスタマーサポートのパフォーマンスとビジネスの成功には因果関係があるという議論を強力に支持するものです。
カスタマーサポートとサポートチームの組織内での影響力（および評価）向上を目指すCX担当者にとって、チャンピオン企業の
ベストプラクティス導入は検討に値する取り組みだといえるでしょう。
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図18．カスタマーサポートに対する経営幹部の認識
上級リーダーは組織内のカスタマーサポート機能をどのように評価していますか？ 

（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

5–カスタマーサポート
は競争上の差別化要素

と見られている

19%

35%

72%

42%
48%

21%

37%

18% 7%

4 3–中立的、2・1–カスタマー
サポートはビジネスの足枷

と見られている

スターター企業
（N=184）

ライザー企業
（N=178）

チャンピオン企業
（N=150）

チャンピオン企業の
ビジネスリーダーが
カスタマーサポート
を差別化要因と評
価する割合はスター
ター企業の3.8倍。

出典：Enterprise Strategy Group

困難な状況下（およびパンデミック）でのパフォーマンス

調査を実施した時期（2020年7月14日～8月8日）のおかげで、新型コロナウイルス感染拡大による世界的パンデミックという
困難な状況下でのビジネス環境を垣間見る、またとない機会となりました。ビジネスパフォーマンス（市場シェアと顧客支出の
傾向）に関する質問は「過去6か月」の状況を対象としており、それは強制的ロックダウンという国の方針と社会的活動の自粛に
より、経済活動が鈍化していた時期に重なります。このような状況を考慮すると、この時期のチャンピオン企業のパフォーマンス
には驚きを隠せません。

パンデミック状況下でのカスタマーサポートの提供に関して、成熟度指標との関連性を確認することができました。新型コロナ
ウイルス感染症の拡大を受けて組織で新たに採用されたポリシーについて回答者に質問したところ、サポート業務のリモート 
ワークを進める上でのより柔軟なポリシーの導入が予想どおりトップに浮上（回答者の54%が選択）。より柔軟なリモートワー
クのポリシーは多くの企業で支持を得ていますが、実際に組織がその導入に成功できたかどうかについては意見がかなり分か
れるところです。自宅で勤務するエージェントをサポートするプロセスについては、組織の成熟度に応じて回答に明確な違いが
見られました。チャンピオン企業の半数近く（49%）がリモートワークへの移行が「非常に円滑」であったと回答したのに対し、
スターター企業の過半数（52%）は「改善の余地がある」または「困難」であったと回答しました（図19参照）。

サポートチームの能力が高い（トレーニングと定着率の増加）、柔軟なヘルプデスクのソリューションを使用している（インター
ネット接続があれば仕事ができるSaaSベースのソリューション）、業務効率の改善を最適化するためにデータを活用しているな
どの理由から、チャンピオン企業は顧客サポート能力を著しく損なうことなく、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの
ような不透明な状況を乗り越えることができると見ています。
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図19．新型コロナウイルス感染症に対応するためのリモートワークへの移行の評価
サポート業務を担当する在宅勤務のエージェントや担当者の増加をサポートする取り組みを 
（あなたの認識または従業員からのフィードバックに基づいて）どのように評価しますか？ 

（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

非常に円滑

10%

17%

49%

38%

57%

38%

52%

26%

13%

円滑 改善の余地あり/
困難

スターター企業
（N=93）

ライザー企業
（N=93）

チャンピオン企業
（N=104）

リモートワークへの
方針転換を成功と評
価するチャンピオン
企業の割合はスター
ター企業の4.9倍。

出典：Enterprise Strategy Group

なぜこのようなデータが重要なのでしょうか？ それは、リモートワークのシナリオが浸透しているだけでなく、しばらくの間、継
続する可能性があるためです。より柔軟なリモートワークのポリシーを導入したと答えた回答者の70%が、変更したポリシーの
永続的な使用を検討していると回答しています。

さらに次のデータは、顧客がパンデミック後の世界でも迅速な対応を望んでいることを示すものです。78%の回答者が新型コ
ロナウイルス感染症の影響で顧客中心主義の視点から俊敏性の重要度が増したと回答。新型コロナウイルス感染症が俊敏性の
重要度を低下させたという回答の26倍に達しました（図20参照）。この現象は大企業および中堅企業向け市場で特に顕著です
が、小企業の65%が俊敏性の重要度が高まったと回答している点も注目に値します。リモートサービスチームにとって、迅速かつ
効果的にカスタマーサポートを提供する能力が不可欠になりつつあるということです。
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図20．俊敏性の重要度に対する新型コロナウイルス感染症の影響
組織が新型コロナウイルス感染症を乗り越えるうえで、 

組織内における俊敏性（顧客ニーズに適応し迅速に変化する能力）の重要度はどのように変化しましたか？ 
（回答者の割合、従業員100人以上の組織、N=512）

分からない：1%
新型コロナウイルス感染症前より
重要性はかなり低下している：1%

新型コロナウイルス感染症前より
重要性は多少低下している：2%

新型コロナウイルス感染症前と
重要性は変わらない：17%

新型コロナウイルス感染症前より
重要性は多少上昇している：41%

新型コロナウイルス感染症前より
重要性はかなり上昇している：37%

出典：Enterprise Strategy Group
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カスタマーサポートのチャンピオン企業から学べること

チャンピオン企業になるには、トップダウンでCXに焦点を当てた文化を醸成する必要があります。CXをビジネスのきわめて重
要な優先事項と考えているかどうかを質問したところ、94%が同意しましたが、同意の程度は組織の成熟度によって異なりま
す。チャンピオン企業の81%が強く同意したのに対し、スターター企業では41%です。優先度をどう考えるかは、上級ビジネス 
リーダーの行動にも顕著に表れています。役員レベルの幹部がCXの測定基準をチェックする頻度を質問したところ、チャンピ 
オン企業の33%が「毎日」と回答したのに対し、スターター企業の63%が「月に一回以下」と回答しました（図21参照）。

図21．役員によるCXの測定基準のチェック
組織の上級経営幹部（CEO、CFO、COOのような役員レベルの経営幹部）または同等の役職者 

はCXの測定基準（NPS、CAST、顧客維持など）をどの程度の頻繁でチェックしますか？ 
（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

毎日

8%
16%

33%
26%

47% 45%

63%

36%

22%

週に一回 月に一回以下

スターター企業
（N=184）

ライザー企業
（N=178）

チャンピオン企業
（N=150）

出典：Enterprise Strategy Group

サービスおよびサポートの提供は依然として対面での活動が中心となるため、エージェントをないがしろにするわけにはいきま
せん。成熟度指標は、そもそもサポートチームのトレーニングが適切に行われているという前提に基づいていますが、実際のと
ころどうなのでしょうか？ そこで、この疑問を解消するために、通常の勤務時間中にエージェントが受けるトレーニング時間につ
いても質問したところ、チャンピオン企業におけるトレーニングの年間平均日数はスターター企業を2.5日上回りました。トレー
ニングへの投資は、チャンピオン企業が明らかに競合他社を上回っています。
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図22．サポートチームのメンバーに提供するトレーニング量
該当する年において、サポート業務に就く従業員（新規採用者を除く）は、 

通常の勤務時間中に正式なトレーニングおよび教育をどのくらい受けていますか？ 
（従業員100人以上の組織の平均日数）

ステージ1
（N=184）

4.18

ステージ2
（N=178）

ステージ3・4
（N=150）

5.72

6.86

出典：Enterprise Strategy Group

カスタマーサポートの提供においては、「測定できないものは改善できない」という原則が当てはまります。その証拠に、チャン
ピオン企業はデータを活用して成功しています。具体的には、チャンピオン企業の97%が、サポート指標およびKPIの設定と効
果的な活用において業界をリードしているか積極的に取り組んでいます。しかも、データは常に最新の状態にあり、63%が設定
したサポート指標とKPIについてリアルタイムで現状を確認できるとしています。カスタマーサポートの大部分は人的に提供され
るものの、その改善への取り組みはデータに基づいて実施されるべきです。

また、自動化と人工知能（AI）がカスタマーサポートに影響を与えています。リアルタイムでのデータの収集や分析には自動化が
欠かせません。チャンピオン企業はこのニーズに対応しており、クロスチャネルのカスタマープロフィールを構築および更新する
ため、自動化の手法を実装する可能性が最も高くなっています（スターター企業の13%に対して37%）。AIの活用もまた、カスタ
マーサポートに具体的な影響を与え始めています。回答者の9%が、完全に自動化されたチャットボットを活用して顧客の問い
合わせに対応していると回答しています。これらの組織では、チャットボットに書き込まれた顧客の問い合わせの約8%が、エー
ジェントの介入なしに適切に解決されています。AIによるチャットボットの本格的活用はこれからとはいえ、人間の業務の負担
を軽減するのは明らかです。

チャンピオン企業は成功に向けて投資しています。CXのツールと技術への投資額が、今後12か月でどのように変化するかについ
て質問したところ、チャンピオン企業の5分の3（57%）は、投資を大幅に増やすだろうと予測しています。一方、投資の大幅な増
加を予測するスターター企業はわずか9%にとどまっています（図23参照）。この傾向はCXの重要度の受け取り方の違いを考え
るとある意味当然であり、スターター企業にとってはジレンマとなっています。チャンピオン企業は、優れたカスタマーサポートの
提供という観点で、すでにスターター企業を上回る傾向があるため、スターター企業がチャンピオン企業に追いつくには、両者
の支出パターンを逆転させる必要があります。遅れをとっている組織のCXのリーダーは、予算を確保し最大限に活用することが
重要となりそうです。
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図23．今後12か月におけるCX投資の動向
CXのツールと技術への投資が、今後12か月でどのように変化すると予測しますか？

（回答者の割合、従業員100人以上の組織）

大幅に増やす

9%

ある程度 
増やす

横ばい

スターター企業
（N=184）

ライザー企業
（N=178）

チャンピオン企業
（N=150）

20%

57%

47%

61%

34% 33%

18%

7% 8% 1% 1%

減少

出典：Enterprise Strategy Group

チャンピオン企業に見る確かな真実

今日のチャンピオン企業は、チーム、技術、データを連携させる取り組みを徐々に増やしながら、カスタマーサポートの差別化を
図るようになっています。ESGの調査によると、データを駆使して、最高のチームを整備し、最先端の技術を活用し、運用を最適
化する組織こそが最高のカスタマーエクスペリエンスとエージェントエクスペリエンスを提供しており、不透明な時期を乗り越え
て非常に優れた業績を達成したことがわかっています。

今日の顧客は、真に優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できる企業を高く評価することは明らかです。カスタマーサポート
の改善を目指すなら、このレポートで確認されたチャンピオン企業の行動に学び、この調査を活用してあるべき姿を策定し、顧
客ニーズを満たすためのアプローチを変革する必要があります。
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付録I：調査の手法と回答者の属性

本レポートのデータを収集するために、ESGは組織のカスタマーサポートの確立と向上を目指すビジネスの意思決定者に対し
て、包括的なアンケートを実施しました。アンケートの実施期間は2020年7月14日から2020年8月8日。北米（N=256）、 
欧州（N=250）、アジア（N=250）、南米（N=256）を含む世界中にわたる調査対象組織を、小規模組織（従業員100名以
下、N=500）、中規模組織（従業員100～999名、N=255）、大規模組織（従業員1,000名以上、N257）に分類し、すべての回
答者に、現金またはそれと同等の形でアンケートの回答に対するインセンティブを提供しました。

データの完全性を確保するために、対象外の回答者を除外し重複回答を削除した上で、残りの回答を（複数の条件で）スクリー
ニングした後、1,012件の回答が最終サンプルとして残りました。次の図は、本レポートで取り上げた従業員100名以上の組織の
回答者の属性を詳しく表したものです。

注）端数の丸め誤差の影響により、本レポートの数値と表は合計して100%にならない場合があります。

図24．回答者の居住国
国別回答者（回答者の割合、N=512）

26%

11%

10%

9%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

2%

1%

メキシコ

ブラジル

インド

オーストラリア

シンガポール

フランス

英国

ドイツ

カナダ

日本

オランダ

スウェーデン

アメリカ合衆国

出典：Enterprise Strategy Group
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図25．回答者の職務
次のうちあなたの現在の職務を最もよく表すのはどれですか？ 

（回答者の割合、N=512）

フィールドサービス
およびサポート：3%eコマース：4%

カスタマー 
エクスペリエンス：6%

マーケティング：6%

カスタマー 
サービス：13%

営業：20%

経営管理：49%

出典：Enterprise Strategy Group

図26．回答者の役職
次のうち組織におけるあなたの現在の役割を最もよく表すのはどれですか？ 

（回答者の割合、N=512）

経営管理（最高責任者、社長、副
社長、上級副社長など）：28%管理：27%

最高幹部（専務理事、重役、 
経営幹部など）：45%

出典：Enterprise Strategy Group
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図27．会社の規模（従業員数）
全世界での従業員数の合計は何人ですか？ 

（回答者の割合、N=512）
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出典：Enterprise Strategy Group

図28．企業の業種
組織の主たる業種は何ですか？ 

（回答者の割合、N=512、1つ選んで回答）
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付録II：カスタマーサポートの成熟度レベルの確立

ESGの成熟度指標では、アンケートから7つの質問をピックアップし、組織の成熟度指標を決定しました。これら7つの質問は、
対象となる企業内のサポート部門の社員、プロセス、データ、技術の属性に沿って作成されており、質問への回答内容によって、 
0～7の成熟度ポイントを獲得できます。従業員100名以上の組織では、0～3ポイントを獲得した36%の回答者を「スターター 
企業」に分類。4～5ポイントを獲得した35%の回答者を「ライザー企業」に分類。6～7ポイントを獲得した21%の回答者を 
「チャンピオン企業」に分類しました。

次の図は、ESGが回答者に行った評点形式の質問、回答者全体の分布、成熟度ポイントの最大値に合わせて質問ごとに調整さ
れた回答を表しています。

図29．エージェントのトレーニング
一般的なサポート担当者が受ける正式なトレーニングと教育の量をどのように評価しますか？ 

（回答者の割合、N=512）

提供されるトレーニング量は
必要とするトレーニング量と

一致する：55%

わからない：2%

トレーニング量は必要以上で
あり、トレーニングを減らした

ほうがメリットがある：3%

トレーニング量は理想よりも
少なく、トレーニングを増やし
たほうがメリットがある：40%

回答者が成熟度
ポイントを獲得

出典：Enterprise Strategy Group
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図30．サポート担当者の仕事量
組織のサポート担当者の仕事量を最もよく表すのはどれですか？ 

（回答者の割合、N=512）

常に圧倒されている：9%

よく圧倒されている：20%

時々圧倒されている：52%

ほとんどまたは一切
圧倒されない：19%

回答者が成熟度
ポイントを獲得

出典：Enterprise Strategy Group

図31．顧客のフィードバックの実装能力
組織が顧客のフィードバックに従って行動し、製品、サービス、ビジネスのプロセスを 

改善できる能力をどのように評価しますか？ 
（回答者の割合、N=461）

不満：2%

まあまあ：16%

満足：49%

非常に満足：33%

回答者が成熟度
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出典：Enterprise Strategy Group
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図32．顧客のフィードバックの実装スピード
組織が顧客のフィードバックに対してどの程度早く、製品、サービス、ビジネスのプロセスを改善できると思いますか？

（回答者の割合、N=461）

フィードバックに対する
行動は非常に遅い：1%フィードバックに対する

行動はとても遅い：2%

早くも遅くもない ：13%

フィードバックに対する
行動はとても早い：56%

フィードバックに対する
行動は非常に早い：27%

回答者が成熟度
ポイントを獲得

出典：Enterprise Strategy Group

図33．カスタマーサポートにおけるデータ活用
組織のサポート指標およびKPIの活用についてどのように評価しますか？

（組織は必要とするすべての情報にアクセスできるかなど） 
（回答者の割合、N=512）
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図34．カスタマーサポートにおけるデータのリアルタイムな把握
組織のサポート指標とKPIに関してどの程度把握できていますか？ 

（回答者の割合、N=512）
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報告できる：53%

リアルタイムで報
告できる：33%

回答者が成熟度
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出典：Enterprise Strategy Group

図35．技術やツールの満足度
カスタマーサポート担当者は、業務に使用する技術とツールにどの程度満足していますか？ 

（回答者の割合、N=512）
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