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結論から言えば、必要です。本ガイドの目的は、その理由を
探り、ご紹介することにあります。顧客は、企業とコミュニケー
ションをとる方法が複数あって欲しいと望んでいます。そして、
企業との個々のやりとりにおいて、その前後のやりとりとの一
貫性が維持されることを期待しています。つまり、複数のチャ
ネルでサポートを提供するだけでは不十分で、チャネルを横
断した場合でも、顧客はシームレスなエクスペリエンスを求
めています。1つのチャネルでのコミュニケーションが次の 
チャネルへと継続し、すでに顧客が試したチャネルをすべて
のエージェントが把握しているようなサポートです。

こ れ を 実 現 す る の が オム ニチ ャネ ル サ ポ ートな の で
す。オム ニ チ ャネ ル サ ポ ートな ら 、顧 客 は 自 ら が 最
適 と 思う方 法 で 企 業 と コミュ ニケ ー ション をと れ ま
す。サポートを提 供 する側で も、複 数のチャネルを簡単
に 管 理 で きま す。さらに 、オム ニチャネ ル の 戦 略 を 策
定し 、サポートのソリューションを活 用すれ ば、単に 顧
客 の期 待に応えられるようになるだけでなく、個々のコ 
ミュニケーションをパーソナライズして、期待以上のサポート
を提供することも可能です。エージェントが顧客からの問い合
わせに対して、「今朝お送りいただいたメールを拝見しました」
と言えるようになれば、大きな進歩ではないでしょうか。 

本ガイドでは、下記の点をご説明します。

• オムニチャネルサポートでは何ができるのか

• オムニチャネル戦略によって得られるビジネス上のメリット

• 顧客が好むチャネルに影響を及ぼす要素

• チャネルごと、またはチャネル全体を考慮したオムニチャネル戦略を
立案する方法

営業やサポートの時間外でも、サポート窓口は常に開けてお
きましょう。今の時代、顧客は昼夜を問わずいつでもサポート
に問い合わせ、回答を待っています。ただし、長時間待つこと
はしません。問い合わせを行う状況は顧客ごとに異なります。
たとえば、順番待ちの行列に並んで、スマートフォンでWebを
閲覧しているときかもしれません。あるいは、仕事でコン 
ピューターに向かいながら、3つの仕事をかけもちで取り組ん
でいる最中かもしれません。ときには、急を要する問題を抱え
て、すぐに連絡を取りたいと思っている場合もあるでしょう。

サポートのチャネルに制限がなく複数の選択肢が用意されて
いるのであれば、顧客は企業と連絡を取るうえで、自らのニー
ズや好みに応じて最適な方法を選択するようになります。しか
し、ほとんどの企業にとっては、複数のチャネルを用意するの
は難題です。顧客が求め必要としているチャネルをどのように

して予測するか、そのチャネルが組織にとって効率的なサポー
ト手段かを判断する問いに答えを見つけねばなりません。そ
もそも、複数のチャネルを通じてサポートを提供する必要が
本当にあるのでしょうか。
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チャネルが多く、 
管理・運用負担が大きい

課題

スタートアップや規模が小さめの企業では、チャネルの選定やチャネルの管
理について検討するにあたり、課題にぶつかることが少なくありません。それ
は、デバイスから利用できるコミュニケーションチャネルが多すぎて対応が
難しくなるという問題です。最も簡単な対処法は、1つまたは2つだけにチャ
ネルやファネルの数を絞る方法でしょう。このチャネルやファネルだけです
べての顧客とコミュニケーションを図るのです。 

一方、規模の比較的大きな企業やある程度成長した企業の場合は、別の課
題に直面しています。それは、サポートの仕組みをひとまず作りあげた後の
段階で生じる問題です。最新のチャネルを通じたサポートを取り入れようと
したときに、大抵の場合、インフラストラクチャの変更が必要になるのです。
その対策としてよく行われているのが、新たなツールの購入です。それも、
既存のシステムやツールと連携しないツールです。

一般に、チャネルの問題が生じるのは、企業が成長段階にあるときや、カス
タマーエクスペリエンスについて再度検討する必要があるときです。対応
すべきリクエストの数が以前より増加している、まさにそのときに生じる課
題です。そして、そうなったときは、おそらく、次のような難しい問いに答え
ねばならなくなっているはずです。 

• サポートに使用するチャネルの数はどれくらいが適切か。 

• 顧客が本当に必要としているのはどのチャネルか。

• これらのチャネルを追加すべき時期はいつか。追加する順序はどう
すべきか。

• 各チャネルへのエージェントの割り振りはどう決めればよいか。 
問い合わせの件数の変化をどう予測すべきか。

• エージェントをどのように各チャネルに割り当てるべきか。1つのチャ
ネルまたは複数のチャネルを担当させるべきか。 

• チャネル全体で一貫性を維持するにはどうすればよいか。 
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顧客のチャネル利用状況を考慮する
顧客が企業とコミュニケーションをとるチャネルごとに、対応可能なリクエ
ストの数に違いがあります。そこで、以下に示すタイプのコミュニケーション
手段について、その効果を十分に確認することが重要になります。

カスタマーサポートにおけるコミュニケーションは、かつては常に1対1でし
た。ここからその形態が変化していったのですが、単純に多対多へと直線的
に発展したわけではありません。これら3つのタイプのコミュニケーションは
どれも相互に関連性があります。そして、現在では、組み合わせて使われる
ようになっています。 

チャネルの数を増やしたからといって、問い合わせに処理が追いつかなく
なったり対応がバラバラになってしまうわけではなく、チャネルの豊富さを
上手く利用できれば、組織全体の効率を高めることができます。たとえば、1
対多や多対多のチャネルのなかには、問い合わせの数を減らせるものもあ
ります。このチャネルを活用すれば、エージェントは時間的余裕ができ、手の
かかる1対1対応の案件の処理を増やすことができます。

1人のサポートエージェントが一
度に対応する顧客数は1人。

• 実店舗での顧客サポート

• 電話

• ビデオチャット

1人のサポートエージェントが一度
に複数の顧客に対応。 

• メール

• Webフォーム

• ライブチャット

• SMS

• メッセージングアプリ

• ソーシャルメディア

• セルフサービス型のヘルプ
センター

• ボット

エージェントと顧客が複数人が
参加する会話の場を通じてお互
いをサポート。

• オンラインフォーラム

• レビューサイト

• ソーシャルメディア

• カスタマーコミュニティ

モバイル戦略は？

チャネル戦略を策定する際に必ず考慮すべき事項として、モバイル対
応の可否があります。周知のことですが、顧客は従来にも増して、モバイ
ルデバイスを触ることが多くなっています。このため、SMSやFacebook 
Messengerなどの一部のチャネルは、モバイルファーストのユーザーに
とって最適な選択肢となるでしょう。

ビジネスやサービスをアプリで提供している場合は、Webと同じサポート
エクスペリエンスやサポートチャネルをアプリ内でも提供できないか検
討しましょう。アプリにサポートを組み込めば、ユーザーはアプリを離れて
モバイルブラウザで問題の解決方法を探す必要がなくなり、カスタマー
エクスペリエンスが向上します。

1対1 1対多 多対多
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チャネルの種類が増えれば、顧客が好むチャネルで顧客とコミュニケー 
ションを図る機会が増えます。連携を欠いたマルチツールやサイロ化され
たマルチチャネルのアプローチを避け、オムニチャネルの戦略を取れば、
すべてのチャネルの統合が可能になります。結果として、顧客は自由にチャ
ネルを選ぶことができるようになるほか、一元的なハブの利用と履歴の共
有を通じ、会話を継続させることができます。 

人間による対応が必要な問題数の抑制を期待できる点もオムニチャネルサ
ポートのメリットの1つです。この数が減れば、効率が高まり、セールスチャン
スが増えるだけでなく、顧客満足度が向上し、顧客ロイヤルティの醸成を通
じて長期的な成長を推進するチャンスが広がります。

セルフサービスによる 
問題解決
オムニチャネルサポートの最大のメリットは、セルフサービスオプションに
よって1対1のやりとりを極力減らすと同時に、最もコストのかかるチャネル
経由での問い合わせの削減を図れることです。自分自身での問題解決を
望む消費者は、ヘルプセンターのようなメンテナンスの行き届いた適切な 
セルフサービスオプションを企業のサイトに期待します。

Forrester社による2016年のレポートによれば、オンライン、モバイルの両
方で、セルフサービスの利用が増加しています。インターネットを利用して
いる米国の成人の場合、企業WebサイトにあるヘルプセンターやFAQの利
用率は、2012年が67%であったのに対し、2015年には、その率が81%に増
加しています。 

オムニチャネル戦略の 
メリット

https://www.zendesk.co.jp/resources/fill-self-service-gap/
https://go.forrester.com/blogs/16-03-03-your_customers_dont_want_to_call_you_for_support/
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商談機会の拡大

サポートにおける顧客とのコミュニケーションを分析すれば、顧客
の貴重な意見を知ることができます。やりとりの数が増えれば、そ
れだけ多くのデータが集まり、組織内における変革の推進に役立
てられるようになります。  

ただし、これについて不可欠な要素として、統一されたソリュー 
ションのなかでチャネルを横断したコミュニケーションを把握で
きることが必須であり、顧客から得た価値の高いフィードバックや 
データをセールスやマーケティング、製品などの部門・部署に提供
できなければなりません。このほか、ライブチャットのようなプロア
クティブなエンゲージメントチャネルでは、他部門がビジネス成長
に向けた姿勢へと変化するきっかけを提供したり、顧客維持率、ク
ロスセル・アップセルのビジネスチャンスをより的確に把握および
ターゲティングするうえで、大きなプラスの効果を期待できます。

さらには、ソーシャルメディアチャネル固有の側面についても考
慮すべきです。このチャネルでは、顧客との間に良好な関係を築
く機会が公の場で得られます。より大規模なユーザーネットワー
クにプラスの影響を与えるチャンスが生まれるというわけです。

顧客満足度の向上

チャネルのなかには、自然と顧客満足度の向上に役立つものがありま
す。電話とメールは受動的なチャネルです。顧客は通常、問題がすでに
発生している場合にこれらのチャネルを使用します。 

もちろん、顧客とのやりとりの質が高まれば、それに伴い顧客満足度も
向上するわけですが、顧客が利用しやすいチャネルであれば、その分、
顧客満足度の向上が見込めます。ライブチャットの顧客満足度が常に
高い理由の1つはここにあります。

ライブチャットは、顧客が問題を抱えている場合には受動的な対応で
その効果を発揮しますが、購入につながる顧客の質問に答えるために
使うこともできます。また、プロアクティブな顧客対応にも使用でき、 
カート放棄対策に効果を発揮するほか、顧客自らが問題解決の方法を
探さなくても済むよう顧客と会話を交わすための手段としても利用で
きます。セルフサービスコンテンツの埋め込みを可能にしているチャッ
トウィジェットは、エージェントと連絡を取る前に顧客が質問の答えを
見つけられるようにしているという点で一歩進んでいるといえるで 
しょう。 

ユーザー
事例

Zendeskの顧客企業であるEvernoteは、Zendesk Guideを使用してヘルプセンター
を構築しています。Evernoteのヘルプセンターは、大規模なフリーミアムの顧客ベー
スに同社がサービスを提供するうえでのサポートを行っており、チケットの数の削減
で重要な役割を果たしています。Zendesk Guideを導入した結果、Evernoteでは、セ
ルフサービスでのチケットの解決率が17%になりました。

https://www.zendesk.co.jp/resources/customer-service-through-social-media
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/docs/MultichannelSupportMadeToOrderWithZendesk2017.pdf
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/docs/MultichannelSupportMadeToOrderWithZendesk2017.pdf
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顧客ロイヤルティを醸
成して長期的な成長を
推進
競合他社が増えるほど選択肢が増え、 
顧客ロイヤルティの育成と維持は困難に
これが今日の現状です。

顧客ロイヤルティを高めるには、顧客との関係を長期的な視点
から捉える必要があります。値引き販売などにより、目先の利益
を追っていても、ロイヤルティの向上には結び付きません。顧
客ロイヤルティの高い企業の場合は、何か不具合が生じた場
合でも、その企業なら問題を解決してくれるものと顧客は信頼
を寄せています。簡単にやりとりができて、必要なときにサポー 
トが受けられる企業であれば、顧客はその企業のブランドを
支持します。そうなれば、顧客は機会あるごとにそのブランド
を他人に勧めるようになり、自身がそのブランドを購入する頻
度も増えていき、結果的にブランドの認知度が向上します。ロ
イヤルティが、値段をつけることができない、ある種のマーケ
ティングや広告の機能を果たすのです。

企業に対する顧客の期待は高まる一方です。顧客に寄り添い、
優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する企業とそうでな
い企業との格差はますます広がることでしょう。

https://www.zendesk.com/blog/new-face-customer-service
http://www.icmi.com/Resources/Customer-Experience/2017/03/15-Reasons-Why-Brand-Advocates-Are-the-Backbone-of-Your-Business
http://www.icmi.com/Resources/Customer-Experience/2017/03/15-Reasons-Why-Brand-Advocates-Are-the-Backbone-of-Your-Business
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企業とのコミュニケーションに特定のチャネルを選ぶ理由はまちまちで
す。チャネルの選択時に、そのチャネルが一番簡単に利用できるチャネル 
だったからかもしれません。問題の緊急度や複雑さに応じて選択するチャネ
ルが変わることも考えられます。人間を相手に話がしたいとの理由でいつも
電話を利用する顧客がいる一方で、問い合わせにはメールしか利用しない
という顧客もいます。これらの結果はどれも、顧客にどのような選択肢が用意
されているかによって変わってきます。また、顧客のもつ先入観についても
考慮が必要です。回答が早くもらえるかもしれないといった期待や、以前に
特定のチャネルで経験したことなどが、将来のチャネル選択に影響を及ぼ
す可能性があるのです。 

肝心なのは、サポートチャネルの選択は、データにもとづき行う必要があ
るということです。調査データを提供することは我々にもできますが、実際
の顧客のことは、顧客とやりとりしている企業にしかわかりません。顧客と
のやりとりの方法とやりとりのタイミングを把握するうえで、ソフトウェアソ 
リューションのアナリティクスを積極的に活用すれば、それだけ、チャネル選
択の判断が容易になります。

それでも、Loudhouse社が実施した調査によると、顧客がカスタマーサービ
ス部門とのやりとりに使用するチャネルの第1位は、依然として電話である
ことが明らかになっています。この根底にあるのは、電話サポートが最も早
く問題を解決できると顧客が信じているという事実です。たとえば、回答者
の3分の2（66%）は、電話での問い合わせについて、即時の問題解決を期待
していると回答しており、一方で81%の回答者が、ソーシャルメディアを通
じた問題対応の場合、2時間以内での解決を期待していると答えています。 

これらの調査結果から明らかなように、SLAに対する消費者の期待が、 
「お気に入り」のコミュニケーションチャネルの選択に強く影響しています。

https://www.zendesk.co.jp/resources/multi-channel-support-with-zendesk/
http://cdn.zendesk.com/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
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電話へ応答できない

他のチャネルの利用率が高まり、電話の優位性は低下する傾向にある
ことも、Loudhouse社の調査で明らかになっています。しかし依然とし
て電話によるサポートは、いざという時の頼みの綱となっています。
調査結果によれば、たとえ最初の電話に応答がない場合でも、顧客の
54%が2回目の問い合わせに電話を使用します。また、メールに返信
がない場合は、71%の顧客が次の手段として電話を試し、ソーシャル 
メディアで応答がない場合は、55%が電話サポートに切り替えるそう
です。

電話によるサポートは手放したくないと顧客が
望んでいることは、これらの調査結果から明ら
かです。しかし、この調査結果の数字が示すよ
うに、電話だけに頼りたくないと顧客が考えて
いるのもまた事実です。

エクスペリエンスの質が
成功の鍵
チャネルの選び方は個人的な体験の質に左右されるという概念に話を戻
すと、調査結果には、消費者の約91%が、ニーズに合うナレッジベースやヘ
ルプセンターが用意されていれば利用すると回答したと示されています。

インターネット検索と同じやり方で企業サイト内を検索でき、よくある
一般的な質問の答えを簡単に見つけ出せるような仕組みを提供して欲
しいと、顧客は望んでいます。ただし、FAQをただ集めておき、更新しな
いような手法はもはや時代遅れです。今日のナレッジベースでは、顧客
が検索を行ったときに関連性の高いヘルプ記事を返すことができるよ
うに細かい調整と最適化が必要です。さらに、オムニチャネルソリュー 
ションには、問い合わせ前に、顧客がすでに表示・閲覧したヘルプ記事を
確認できるものもあります。この機能があれば、顧客は、既読のヘルプ記
事をエージェントから提示されるといったことがなくなります。

https://www.zendesk.co.jp/resources/searching-for-self-service
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オムニチャネルでのカスタマーサポート実践ガイド

顧客はオムニチャネルのサポートを望む一方で、各チャネルで提供されるサ
ポートについて厳しく批判することがあります。効果的なオムニチャネルサ 
ポートを行ううえで、トラフィックの量やSLAなどをチャネル全体で容易に管理
できるソリューションが必要です。

また、オムニチャネル戦略では、あらゆるチャネルを一度に提供する必要も
なければ、それを求めるべきでもありません。すべてのチャネルをカバーで
きるリソースが十分に準備できていない状態であればなおさらです。ここで
必要となるのはスケーリングの戦略です。そこで、当初より、将来を見据えた
計画を行いましょう。そのために選択すべきは、必要に応じて新しいチャネル
を有効、無効にできるソリューションであり、既存のサポートインフラストラク 
チャを再構築したり、新たなツールを付加したりする必要のないソリュー 
ションです。
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クロスチャネル 
コミュニケーションの実現
統合ソリューションがないとしたら、連続性のあるカスタマージャーニーを、
個別のやりとりとして追跡してしまう可能性があります。このケースでよくあ
る技術的な問題の1つに、チャットシステムがチケットシステムと連携してい
ないというものがあります。これでは、サポート側に混乱が生じ、その影響を
受けて顧客のフラストレーションは募る一方です。このため、顧客とのやりと
りに関するデータは、顧客に紐づけてチャネル間を横断して保存・移動でき
るようにしておくことが重要です。顧客があるチャネルから別のチャネルに
移動したときに、データも簡単にチャネル間を移動できなければなりませ
ん。 

オムニチャネルソリューションの場合、顧客は最も自身の要件に適ったチャ
ネルで企業とコミュニケーションを取ることができます。必要に応じてチャネ
ル間をシームレス移動することも可能であり、移動をしても、会話の流れが妨
げられることはありません。そして、このプロセスをさらにもっとシームレス
にできる方法があります。それには、すべてのチャネルのやりとりを単一の 
ビューに組み込むか統合するソリューションを選択します。これで、顧客の状
況を完全に把握できるようになります。

チャネル間の移動において、顧客とエージェントの双方が、顧客・企業間のこれ
までのやりとりの履歴や、過去の満足度のスコアを確認できることが、オムニ
チャネルソリューションには求められます。チケットを送る前に企業サイトやヘ
ルプセンターで顧客が閲覧した内容についても把握できる必要があります。

モニタリングとエンゲージメントの 
適切なバランス
複数のサポートチャネルを一元化して統合する方法はメリットがありますが、
各チャネルには違いがあり、チャネルごとに個別の処理と戦略が必要になるこ
とを認識するのも重要です。

プロアクティブなサポートをどのように実現したいのか、あるいは受動的な
サポートだけでもかまわないのか、検討してみましょう。以下の問いに答え
てください。

• どの程度の頻度でソーシャル メディアをモニタリングするか。
• メールへの返信スタイルと、Facebook投稿への返信スタイルを変え

るか。
• エージェントが目標の応答時間を達成できるように、アラートまたはビ

ジネスルールを設定するか。
• マーケティングチーム、ソーシャルメディアチーム、サポートチームが連携

して、メールの自動返信からIVR、カスタマイズされた返信まで、ブランド
コミュニケーション全体で一貫したメッセージングを作成し、カスタマー 
エクスペリエンスの向上に取り組めるか。

こうしたカスタマーエンゲージメントのルールは、ブランドのアイデンティ 
ティに直結するものです。チャネルを横断するコミュニケーションにおいて、
顧客とエージェントの双方が、顧客・企業間のこれまでのやりとりの履歴や、
過去の満足度のスコアを確認できることが、オムニチャネルソリューションに
は求められます。チケットを送る前に企業サイトやヘルプセンターで顧客が
独自に行った調査の内容についても把握できる必要があります。

人による応対の重要性 - 
ライブサポートとセルフサービス 
オプションのバランス
多くの場合、セルフサービスとメールによるサポートだけでもほとんどの顧客
の問題は十分解決できますが、チャット、電話、Twitterなどのライブチャネル
を提供することも重要です。セルフサービスを強化しながらライブサポート
の数も増やすという手法は直観的には矛盾するように思えるかもしれません
が、実は、セルフサービスを利用する顧客の数が増えれば、ライブサポートの
重要性も増していくのです。 

セルフサービスで問題を解決できず、メールでの回答も待っていられないとし
たら、顧客には、エージェントと直接連絡を取る手段が必要になります。ライブ
サポートを過小評価するべきではありません。Loudhouse社の調査結果を思
い出してください。最初に試したチャネルで問題が解決しなかった場合、消費
者は電話サポートに戻るのです。

ライブサポートは時間がかかりコストが高くつきますが、問題を解決し、顧客
を満足させるにはきわめて効果の高い方法の1つです。このような理由から、
理想的な対応となるのは、複数のチャネルを組み合わせて提供し、ライブサ
ポートに関わるエージェントの数を抑えつつ、ライブサポートを維持すること
です。この戦略は比較的、コスト効率に優れているといえます。スキルのある
エージェントが、そのサポートを最も必要としている顧客の対応により多くの
時間を割けるようになるのです。
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適切なオムニチャネルソリューションを導入すれば、顧客の
望む時と場所に合わせたサポートが提供できるようになるほ
か、顧客について知り得た情報のすべてを一元的な管理のも
とで関係者と共有できます。

オムニチャネルサポート戦略は、チャネル間における既存
のサポートリクエストの配分を変更するうえでも役立ちます
が、単純な割り当ての変更が行われるわけではありません。
代わりに、オムニチャネルソリューションでは、サポートの範
囲と幅を拡張しながら、体系的かつ持続的な手法で、カスタ
マーエクスペリエンスを向上させることができます。また、組
織内の各チャネルが相互に連携されないといった古典的な
問題に陥ることもなくなります。さらに、顧客の現在の状況や
顧客が望む状況に合わせて対応が取れるようになれば、顧客
の行動を予測できるようになり、プロアクティブな顧客対応が
可能になります。

適切なオムニチャネルソリューションを活用すれば、
顧客に関するデータのすべてを一元的に把握できる
ようになるため、エージェントは顧客とのコミュニケー 
ションをより良いものにすることができます。また、利用
できる背景情報やサポート履歴の数が増えるので、エー
ジェントは何が最適な対応であるのか判断できるように
なり、その結果、問題の解決にかかる時間が短縮されま
す。一方、顧客の視点からみると、あらゆるチャネルを通
じてサポートのリクエストができるようになり、結果とし
て、シームレスで一貫性のある、よりパーソナライズされ
たサポートエクスペリエンスを得ることができるように
なります。

自社に最適なソリューションを選択するにあっては、
新しいサポートチャネルの構築、維持、統合に関する戦
略を策定する必要があります。そもそも顧客に対応する 
エージェントがいなければ、窓口を開いても意味はあり
ません。同時に、ビジネスのコンバージョン率を高めよ
うとするのであれば、長期的な視野に立った質の高い関
係を顧客との間に築く必要があります。

オムニチャネルソリューションの詳細について
は、zendesk.co.jp/omnichannelをご覧ください。

サポートチャネルが
増えることでサポートの
インテリジェンスが向上

成果

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

