
顧客を満足 
させて 
収益向上 

アジャイルカスタマーケアで極上のカスタマーエクスペリエンスを提供する



ビジネスにおけるアジャイルの重要性は特に目新しい話ではあ
りません。テクノロジやネットワーク接続、モビリティの普及に
伴い、多くの企業が出荷や管理業務から業員の給与計算の処
理まで、あらゆるシステムの再構築を余儀なくされています。ま
た、業務プロセスや業務に使用するツールを変更することは、顧
客ベースが拡大するきっかけともなります。これらの関連性も維
持する必要があり、社内における変化と同様に動的な対応が必
要です。 

テクノロジの進歩により、今まで以上に多くの選択肢や豊富な
情報、多数のメッセージを顧客に届けられます。実際、カスタマ
ーエクスペリエンスが取引関係からリレーションシップへと発
展する中で、企業と顧客との間のあらゆるやり取りは、良好で長
期的な顧客関係を構築するチャンスでもあったのです。 

顧客満足度が向上すれば収益も向上する 

しかし、顧客のニーズへのすばやい対応や質問に対する回答が
できなかったり、予想以上に長く待たせたり、何度も同じ情報を
要求するようでは、顧客を満足させることはできません。カスタ
マーケア組織が、顧客とリアルタイムにやり取りするためには、
関係を構築し、収益向上にプラスの影響を与える最上のカスタ
マーサービスを提供できるアジャイルツールが必要なのです。  

本書では、カスタマーケア組織がこの新しいビジネス環境で生
き残り、発展していくための指針を説明します。

本書の内容は、アジャイルカスタマーケアソリューションを導
入した企業に対する広範な調査と詳細なインタビューに基づ
いています。調査の結果は、今日の破壊的デジタルイノベーシ
ョン環境の課題に取り組む企業を支援するリサーチ＆コンサ
ルタント企業、Constellation Researchによってまとめられ
ています。

カスタマーエクスペリエンスを 
取り巻く環境の変化



 
システムやインフラストラクチャ、テクノロジが複雑すぎて、更新や変更をIT部
門や開発者に頼らざるを得ない組織の場合、俊敏性を獲得することは不可能
と言えます。今日のカスタマーケア組織は、ツールを即座に更新できる必要が
あります。  

従来のカスタマーケア 
ソリューションの問題点
• 導入に時間がかかる
• IT部門への負担が大きい 
• エージェントの生産性が低い 
• 顧客からの大量のクレーム
• 強力なレポートツールの欠如

複雑で不十分なカスタマーケア 
ソリューションは、不満な顧客 
を生むだけでなく、ビジネスに 
深刻な影響を与える
• 低い初回解決率（FCR）
• 長い平均処理時間（AHT）
• 不十分なセルフサービスオプション
• スタッフの離職
• 収益機会の喪失

では、どうするか 
入念な検討を経て導入されたアジャイ
ルカスタマーケアソリューションは、顧
客のサポート、運用コストの削減、収益
の確保を容易にします。

従来のソリューションでは 
対応しきれない



1
アジャイルカスタマーケアでコストを節約

アジャイルカスタマーケアソリューションは、顧客とサポートチームの双方に
とって、機能停止やスピードバンプ、事故の発生を低減するというメリットが 

あります。システムの運用を最適化すれば、コスト効率のよい 
カスタマーケアを提供できます。

アジャイルカスタマーケアのメリット 

初回解決率を改善 エージェントの 
生産性向上

トレーニングの 
縮小化・撤廃

顧客自身による 
解決をサポート

プロセスの改善と 
冗長性の排除

カスタマーインサイト 
を最大限活用



5 アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

初回解決率を 
改善

コンタクトセンターのコストを削減するひとつの手段として、初回解
決率（FCR）の向上に重点的に取り組む方法があります。再問い合わ
せが減少し、エージェントはより重要な業務に集中できます。

改善事例 
チケットシステムが貧弱なためにサポートタスクの管理に苦労して
いる携帯電話会社がありました。同社はアジャイルカスタマーケアソ
リューションを導入することで、未処理の問題が減り、問題解決まで
の時間が短縮されました。 

初回応答までの時間を90%改善 
 

チケットの平均応答時間を 
35～40時間→1～2時間に短縮



6 アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

エージェントの 
生産性向上

カスタマーサービスエージェントの給与は高額な継続コストです。俊敏
なカスタマーケアによって、平均処理時間（AHT）を短縮し、エージェン
トの生産性を大幅に向上できます。
 
改善事例 
あるオンライン決済プラットフォームでは、アジャイルケアソリューショ
ンの導入で次のような成果がありました。

初回の応答で 
チケットの98%を処理 
 

平均解決時間が 
3時間短縮 
 

顧客満足度が90%向上



7 アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

トレーニングの 
縮小化・撤廃

カスタマーケアはある意味受動的な業務であり、カスタマーケアの
ニーズを予測することは困難です。アジャイルカスタマーケアソリュ
ーションは、部門の拡張や運用開始、新しいエージェントの育成に
かかる時間と労力を最小限に抑えます。
 
改善事例 
2010年、2,000万人の読者を持つオンライン電子出版社でにデ
ータセキュリティ侵害が発生しました。決済を処理する仕組みはな
く、大勢の顧客から寄せられる質問に対処する用意もできていませ
んでした。 

そこで、アジャイルソリューションの自動応答機能と直感的なインタ
ーフェイスをたよりに、20人のスタッフを雇用して4日間で4,000件
のサポートリクエストを処理しました。現在、チームは3人の常勤エ
ージェントから構成され、新たな危機が発生した場合には効率よく
チームの規模を拡大できると確信しています。



8 アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

顧客自身による 
解決をサポート

従来のカスタマーケアソリューションでは、エージェントがメールの
山に埋もれる危険性があります。よくある問題の一部を顧客自身に
解決させることで、エージェントを燃え尽き症候群から救うことがで
きます。

エージェントを必要としないサポート手段
• 呼毎着信転送
• セルフサービス
• ナレッジベースの検索
• FAQ 

 

改善事例 
あるオンラインマーケットプレイスのカスタマーケアチームでは、顧
客からの大量の問い合わせメールの対応に追われていました。セル
フサービスのオプションを顧客に提供し、ナレッジベースの検索結果
を継続的に追跡して最適化することで、チームを困難な状況から救
い出し、業務効率を大幅に改善できました。その結果、メールの量
が72%も削減されたのです。 



9 アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

プロセスの改善と 
冗長性の排除

カスタマーケアソリューションは、応答性に優れています。とは
いえ、カスタマーサービスと同時にビジネスインテリジェンス
を提供するソリューションを意識的に採用した場合、問題の
発生を未然に防ぎ、よりスマートなビジネスを構築できます。 

改善事例 
100か国を超える国々の10,000社以上の顧客企業と取引するイン
ターネット広告代理店では、カスタマーケアソリューションをプロア
クティブに活用し、顧客の問い合わせから実行可能なビジネスインサ
イトを引き出しています。

カスタマーサービスの問い合わせと、CRMやERP等のアプリケーシ
ョンとの連携が容易になり、部門をまたいで従業員が顧客情報を簡
単に共有できるようになりました。サポートチームは、データを活用
して同社のサービスの改善箇所を先取的に特定し、顧客がサービス
を最大限に活用できるようサポートを行っています。

「求めていたのは、カスタマーサービスの拡張とチームによる迅
速な問題解決を実現し、重要な情報をビジネスにフィードバッ
クできるソリューションでした」 

— Customer Delight社ディレクター



アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

カスタマー 
インサイトを 
最大限活用
企業にフィードバックを返したときに、丁寧に対応され話を聞いても
らえたと感じると、顧客は忠実なブランド支持者へと変わります。 

改善事例 
あるオンラインソフトウェアトレーニング 会 社では、担当者
と顧 客が 会 話を始めた瞬 間から、顧 客エンゲージメントを
最 優 先させています。フィードバックを 真 剣 に 受 けとめ 、
顧 客 が 本 当 に 必 要 として い る サ ポ ー ト を 提 供 し ま す。 

アジャイルカスタマーケアソリューションは、他のソリューションと比
較して顧客担当者の生産性を50%も向上させました。
 

顧客からの問い合わせ件数が 
15～20%減少 

顧客満足度が5%以上向上 

やり取り1件あたりのコストが削減  

FCR率が向上

アジャイルソリューションのその他のメリット 
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2
俊敏なカスタマーケアで収益力向上

カスタマーケア部門が常に相応の敬意を払われるとは限りません。コストセンター
と見なされることも多いでしょう。でも、顧客とエージェント、自動化の連携が 

うまくいけば、カスタマーケア部門は組織の収益センターへと 
生まれ変わります。

アジャイルカスタマーケアで収益が向上する要因 

効果的なサービス 
による収益増大

部署間のコラボ 
レーションの効率化

顧客の操作を 
中断させない



アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

効果的な 
サービスに 
よる収益増大
優れたカスタマーケアが顧客満足度を向上させることは周知の事実
ですが、アジャイルケアなら、エージェントの行動を監視し購入の促進
要因を調べることで収益増加につなげることができます。

改善事例 
アジャイルケアソリューションの採用後、FCRの向上による収益
への影響度を調査したオンラインマーケットプレイスがあります。  

調査により、オンラインでスタイリストとやり取りした買い物客は、やり
取りしなかった買い物客と比べて、同日に商品を購入する割合が20%
も高いことが判明しました。さらに、スタイリストのアドバイスを受けた
買い物客の方が購入量が多く、フォローアップ調査でもカスタマーケア
を絶賛していました。

「何年もの間、カスタマーサービスエージェントは名も無きヒー
ローでした。カスタマーサービスの一番の目的は顧客を満足さ
せることにあり、周囲からは顧客寄りのクレーム処理係と見られ
ていたのです。しかし、アジャイルカスタマーケアソリューション
が状況を一変させ、経営幹部が収益へのカスタマーサービスの
貢献度を数値化できるようになると、顧客を満足させるサービ
スを提供するための努力が、カスタマーサービスだけでなく、ビ
ジネスに大きく貢献していることが明らかになったのです」 

—カスタマーサービス担当ディレクター
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アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

部署間の 
コラボレーションの 
効率化
アジャイルカスタマーケアソリューションは、顧客からの問い合わせ
件数を低減したり、生産性を向上させるだけではありません。他の部
署に情報を提供することで、顧客満足度と収益機会をさらに増やす
ことができます。

改善事例 
購買サイクルの長い大口の顧客を持つあるB2B企業では、
社内プロセスで非効率な箇所や、顧客にクロスセルやアップセ
ルを仕掛ける方法やタイミングのインサイトを得るために、
アジャイルカスタマーケアソリューションを導入しました。 
 

全部署にソリューションを導入後に得られた成果 

• より正確なマーケティングメッセージングの開発
• 新規顧客の増加
• 幅広い市場調査
• ソーシャルCRMデータの改善による 

ターゲティング精度の向上
• オフィスオペレーションの強化
• リードの増加とリードのコンバージョン率の向上
• ブランドの価値と評判の向上
• PPC広告のコスト削減
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アジャイルカスタマーケア
でコストを節約 

顧客の 
操作を 
中断させない
サポートを受けるために顧客がゲームやアプリの操作を中断するた
びに、収益機会が失われます。アジャイルカスタマーケアは、顧客の操
作画面に直接サポートを提供することで、顧客の接続を維持します。

改善事例 
あるスポーツゲーム会社で、カスタマーサービス部門とマーケティン
グ部門、新規事業開拓部門を結集し、アジャイルカスタマーサービス
アプリの開発に当たらせました。部門間の協力により開発されたVIP
顧客向けのゲーム内チャットは、使いやすく簡単にテストでき、微調
整のしやすいものでした。

 

顧客満足度の向上 

カスタマーサービスチケットの減少 

 
FCRの向上 

メール対応の減少

ゲーム内チャットの導入効果をご覧ください。
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カスタマーケア以外のビジネスで俊敏性が効果を上げている
なら、カスタマーケアにとっても同じです。思い切って導入してみ
ませんか。導入に際しての注意事項をいくつかご紹介します。

今すぐ 
お試しください

会社の現在のコスト、統計情報、 
状況を確認する
現在のコンタクト/カスタマーケアセ
ンターの運用コストはいくらなのか。
現在のFCRとAHTはどうなっている
か。現状のカスタマーケアは、収益を
生み出してマーケティングを改善し、
エンゲージメントを強化するために、
どのような機会を提供しているか。ど
こに改善の余地があるか。

導入前に、ソリューションについて理解
を深めておく
アジャイルカスタマーケアソリューシ
ョンに期待できる効果を明示し、同ソ
リューションで解決しうる問題点を
詳述した要件定義書を作成します。
さらに、RFI（情報提供依頼書）を作成
し、RFP（提案依頼書）でフォローアッ
プします。

ア ジ ャ イ ル カ ス タ マ ー ケ ア を 
ビジネスプランに含めること 
ビジネスケースとROIモデルを構築
し、アジャイルカスタマーケアソリュ
ーションへの切り替えがもたらす価
値を示します。ベンダーに相談する際
には、導入後自社のビジネスの問題
がどのように解決されるかを十分理
解してください。



 
Zendeskは、イノベーターのためのサービスを開発していま
す。当社のアジャイルカスタマーケアソリューションは、柔軟で
構築しやすく、新しいアイデアを自由に試すことのできるツール
を提供します。若干のインスピレーションと正しい情報、顧客関
係の向上を目的として設計されたシステムをもとに、カスタマー
エクスペリエンスを確かな競合優位性へと変えられるよう支援
いたします。
 
詳しくはこちらをクリックしてください。

お客様の力に 
なります

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

