
メッセージングがもたらす 
カスタマーサービスの未来

今日の顧客が求めているものは、メッセージングを活用したサポートです。 
2020年に企業への問い合わせに初めてメッセージングチャネルを利用した
顧客の74％が、今後もメッセージングチャネルを利用すると回答しています。

https://www.zendesk.co.jp/
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2020年に新しいチャネルを 
利用したと回答した顧客の割合

64%
優れたカスタマーエクスペリエンスを創出するためには、
顧客が望む手段で対応することが不可欠です。優れたセ
キュリティと利便性を備え、パーソナライズされたサポー
トを迅速に提供できるメッセージングチャネルは、顧客と
企業双方にとって大きなメリットがあり、カスタマーサー
ビスでの活用が進んでいるのも当然の流れと言えるでしょ
う。顧客は、使い慣れているアプリを通じて、必要な回答を
タイミングよく得ることができます。リアルタイムで会話を
続ける必要がないため、会話を途中で離脱した場合でも、
都合の良いときにいつでも再開できます。

ソーシャルメッセージングアプリの月間ユーザー数が全世
界で27億7,000人に及ぶと言われる今、企業は、メッセージ
ングチャネルの活用を最優先課題に掲げ、カスタマーサー
ビスの変革を進めるだけでなく、顧客の期待を上回るエク
スペリエンスを提供することが求められています。2020年
以降、具体的にどのような変化が起きたのでしょうか。ま
た、カスタマーエクスペリエンス戦略を策定するうえで、メ
ッセージングが担うべき役割は何でしょうか。

Zendeskの調査レポート「カスタマーエクスペリエンス傾向
分析レポート2021年版」では、2020年に起きた大きな変化
と、2021年以降の主なトレンド、顧客と企業のコミュニケー
ションにおけるメッセージングの重要性を明らかにします。
本レポートは、世界175か国のZendesk導入企業90,000社
以上を対象に調査を実施。回答者は、顧客、エージェント 

（問い合わせ担当者）、カスタマーエクスペリエンス担当責
任者、テクノロジー導入担当者で構成されており、Zendesk
の利用状況について比較分析を行いました。

時代の大きな変化を迎えた2020年。パンデミックの
影響により、顧客の行動も大きく変化しました。企業
への 問 い 合わせ数 が かつてないほど増 加しただけ
でなく、多くの顧客がLINEやWhatsApp、Facebook 
Messenger、Twitterといったメッセージアプリを問い合
わせ手段として利用するようになったのです。 

https://www.emarketer.com/content/global-mobile-messaging-2020
https://www.emarketer.com/content/global-mobile-messaging-2020
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.co.jp/cx-trends-report/
https://www.zendesk.co.jp/cx-trends-report/
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自宅にいながら利用できる 
メッセージングの人気が上昇 

2020年以降、カスタマーサポートにおけるメッセージング
の活用は急速に進んでいます。メッセージングチャネルの新
規利用者は増加し続けており、多くの顧客が今後も利用し続
けたいと考えています。2020年に企業への問い合わせに初
めてメッセージングチャネルを利用した顧客は、全体の1/3に
達しています。

LINEやWhatsApp、Facebook Messengerなどのソーシャル
メッセージアプリは急速に普及しており、2020年の利用者数
は過去最高を記録しました。特に若年層から高い支持を得て
おり、40歳未満の顧客の1/3が、企業に問い合わせるために
メッセージアプリを利用すると回答しています。

すなわち、顧客は企業と気軽にやり取りしながら、パーソナラ
イズされたサポートを享受することを期待しているのです。 

事実、顧客はメッセージングアプリを積極的に活用する主な
理由として、「利便性」と「手軽さ」を挙げています。パンデミッ
クの影響により、この傾向は一気に加速しました。メッセージ
ングチャネルを介した問い合わせ数は過去1年で急増してお
り、WhatsAppだけでもその増加率は101％に達していま
す。Facebook MessengerとTwitterのダイレクトメッセージは
58％、SMS・テキストは34％それぞれ増加しています。

世界全体で見ると、WhatsAppとその他のメッセージングア
プリの増加率に大きな差はなく、共に過去最高の問い合わ
せ数に達しています。ヨーロッパ、中東、アフリカ、ラテンアメ
リカではWhatsAppが過去最高の利用増加率を記録し、北米
とアジア太平洋地域ではTwitterの増加率が最も高くなって
います。

2020年のカスタマーサービスにおける
各チャネル利用者の増加率（2019年比）

+36%
アプリ内メッセージング

+12%
メール

-6%
電話

+17%
チャット

+75%
SMS・テキスト

+110%
ソーシャルメッセージング

各チャネル利用者の増加
(地域別)

Facebook Messenger・Twitter DM

+190%

+63%

+96%

+172%

+82%

+41%

+117%

+33%

欧州・中東・
アフリカ

ラテンア
メリカ

北米 アジア太平洋

WhatsApp テキスト・SMS

74%
2020年に企業への問い合わせに初めて 
メッセージングチャネルを利用し、 
今後も利用を継続すると回答した顧客の割合
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顧客の望むチャネルに対応

企業は、顧客が迅速なサポートを必要とするときに、他の
チャネルに比べてメッセージングチャネルを利用する傾向
にあることを認識しています。2020年に新しいチャネルを
導入した企業の53％が、メッセージングチャネルを追加し
ています。また、カスタマーサポートにおけるメッセージン
グチャネルの利用率は、前年に比べて20％増加しています。

世 界 的に人 気 の 高 いメッセージングチャネルは？ 

トップ3はWhatsApp、Facebook 
Messenger、SMS・テキストメッセージ 

メッセージングチャネルは、顧客とサポート担当者の双方に
とって優れたエクスペリエンスを実現します。事実、サポート
担当者の50%は、従来のオンラインチャットよりもメッセー
ジングを利用したいと回答しています。非同期型メッセージ
ングによって必ずしも即時の対応が求めらるわけではない
ため、より多くの顧客を効率的に対応できることが、大きな
理由の1つとなっています。 

もう1つの利点は、俊敏性の向上です。メッセージングアプリ
とチャットボットを組み合わせることで、迅速な問題解決が
実現できます。サポート担当者が不在の場合でも、ボットと
自動化によって顧客の問い合わせに24時間年中無休で対応
できるようになり、サポート担当者は、複雑な質問や重要度
の高い問い合わせなど、有人対応の必要な問い合わせに 
絞って効率的に対応することが可能です。また、メッセージン
グチャネルは設定や導入が容易なので、在宅勤務への移行
や顧客ニーズの変化に柔軟に対応し、サポート担当者の負
担を軽減できます。

企業が活用している
主なメッセージングチャネル 

+47%
SMS・テキスト

+27%
アプリ内メッセージング

+29%
Webサイト上のメッセージング機能

+51%

Facebook Messenger

+62%

WhatsApp

企業がカスタマーサポートに
メッセージングを導入する理由（地域別）

迅速な問題解決

パーソナライゼーションを強化したい

一度に複数の顧客に対応できる

24時間年中無休でサポートを提供できる

アジア太平洋

+50

+42

北米

+50
+46

欧州・中東・
アフリカ

+43%+41%

ラテンアメリカ

+54%+52%

42%
迅速な問題解決と高い顧客満足度を実現している
企業は、カスタマーサポートにメッセージングを 
活用している割合が42％高くなっています

https://www.zendesk.co.jp/blog/zendesk-messaging/
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チャットボットを最大限に活用

メッセージングの利用増加に伴い、AIによる自動
化 や チャット ボ ット の 導 入 も 加 速して い ま
す。2020年、カスタマーサポートにおけるチャット
ボットの利用率は81％増加し、WhatsAppに次い
で2番目に多くなっています。メッセージングを中
核に据えたカスタマーサポート戦略において、AI
による自動化が重要な役割を担うことは明らかで
す。高まり続ける顧客の期待に応えるには、AIの適
切な活用が不可欠です。

ただし、チャットボットだけで顧客の抱えるあらゆ
る問題を解決できるわけではありません。AIによ
るセルフサービス型対応と有人対応を組み合わ
せて、顧客のニーズに柔軟に対応できるかどうか
が、カスタマーサービスの成功を大きく左右しま
す。チャットボットは、顧客の問い合わせに24時間
年中無休で対応するだけでなく、顧客の自己解決
を後押しします。チャットボットで解決し切れなか
った場合は、サポート担当者にシームレスに引き
継ぐことが可能です。

チャットボットは、サポート担当者が不在の場合
でも迅速な顧客対応を可能にしますが、これは単
純な質問や頻出する質問の場合にのみ有効です。
より複雑な問題の場合、自動応答による情報が不
適切であったり、問題を解決できる担当者にたど
り着くまでに時間がかかるなど、チャットボットを
利用することが逆効果になる恐れがあります。 

チャットボットの利点と欠点

利点

19%
適切な回答を得られる

7%
有人対応は必要ない

18%
上記に該当なし

27%
返信が早い

29%
サポート担当者の不在時に回答を得られる

欠点

23%
サポート担当者までたどり着けない

3%
上記に該当なし

31%
サポート担当者に同じ説明を繰り返す必要がある

43%
適切な回答を得られない
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顧客が求めているのは、迅速な問題解決と柔軟でパーソナライズされたサポートです。
顧客の40％以上が注文の追跡に、30％以上がサービス状況の確認や残高照会にチャッ
トボットを利用すると回答しています。一方、顧客の40％が、苦情の申し立てや技術的な
サポートが必要な場合といった複雑な問題については、有人対応を希望すると回答して
います。

AIによる自動応答と有人対応の使い分け

自動応答

22%
注文の変更

21%
返品・交換

19%
見積依頼

19%
テクニカルサポートを依頼する

18%
請求内容や支払に関する質問

17%
苦情の申し立て

6%
上記の全て

22%
自動応答は必要ない

32%
サービス状況の確認や残高照会

41%
注文状況の追跡

有人対応

32%
返品・交換

31%
請求内容や支払に関する質問

40%
テクニカルサポートを依頼する

27%
注文の変更

23%
見積依頼

20%
上記の全て

13%
注文状況の追跡

13%
サービス状況の確認や残高照会

6%
有人対応は必要ない

40%
苦情の申し立て
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国や地域に応じたメッセージング施策

メッセージング中心のカスタマーサポート戦略に王道はありません。Apple Business 
ChatやGoogle Business Messagesといった新規参入サービスを含め、メッセージン
グアプリの数は増え続けています。企業は、事業を展開する国や地域で人気の高い
メッセージアプリを把握する必要があります。世界全体で見ると、Facebookのアプリ
が市場シェアの大部分を占めており、WhatsAppは世界1 12か国、Facebook 
Messengerは米国を含む57か国で圧倒的な人気を誇っています。また、WeChatや
KakaoTalkなど、一部の地域で高い支持を得ているアプリも存在します。

国別人気メッセージングアプリ
WhatsApp Facebook Messenger WeChat Viber IMO KaKaoTalkLINE

SimilarWeb

https://www.similarweb.com/corp/blog/mobile-messaging-app-map-january-2019/
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国や地域の特色を理解する
新しいメッセージング施策を考案する場合であれ、メッセージングチャネルを拡大す
る場合であれ、ターゲットとなる顧客の地域について理解を深めることが重要です。

顧客が好む問い合わせチャネル
ソーシャルメッセージング、SMS・テキスト 

顧客が問い合わせに利用する頻度が高いアプリ
Facebook Messenger

対応している企業が最も多いアプリ
Facebook Messenger、SMS・テキスト、 
WhatsApp

パンデミックの影響によって利用者が最も増加したアプリ
Facebook Messenger

北米
推 奨 事 項

Webサイトやモバイルアプリにメッセージング機能を統合
しましょう。また、SMS・テキストとFacebook Messengerへ
の対応を検討することをお勧めします。

北米の顧客はこれまで、SMS・テキストまたは企業のWebサ
イトを通じて問い合わせを行う傾向にありましたが、パンデ
ミックの影響により、Facebook MessengerとTwitterダイレ
クトメッセージを介した問い合わせ数が172％増加しまし
た。現在メッセージングによるカスタマーサポートを提供し
ている企業の半数がFacebook Messenger、41%がWebサイ
ト上のメッセージング機能、1/3がSMS・テキストまたはモバ
イルメッセージング機能を活用しています。

アジア太平洋地域
推 奨 事 項

Facebook Messengerの活用が最優先です。続いて、 WhatsApp  
やSMS・テキスト、地域ごとに人気の高いアプリ（We Chat: 中国、 
Kakao：韓国、LINE：日本）への対応を検討することをお勧めし
ます。

アジア太平洋地域は、Facebook Messengerを利用した問い
合わせ数が他の地域に比べて突出しています。 WhatsAppお
よびSMS・テキストを介した問い合わせ数はFacebook 
Messengerに比べてはるかに少ないものの、パンデミックの
影響により急増しており、顧客が企業へ問い合わせる手段と
して、ソーシャルメッセージアプリやテキストメッセージを好
んでいるのは明らかです。 現在メッセージングによるカスタ
マーサポートを提供している企業の半数以上がFacebook 
MessengerとSMS・テキスト、47％がWhatsAppを活用してい
ます。 

顧客が好む問い合わせチャネル
SMS・テキスト、ネイティブメッセージング

顧客が問い合わせに利用する頻度が高いアプリ
SMS・テキスト、Facebook Messenger

対応している企業が最も多いアプリ
Facebook Messenger、Web Messaging

パンデミックの影響によって利用者が最も増加したアプリ
Facebook Messenger
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顧客が好む問い合わせチャネル
ソーシャルメッセージング、 
ネイティブメッセージング 

顧客が問い合わせに利用する頻度が高いアプリ
WhatsApp

対応している企業が最も多いアプリ
WhatsApp、Facebook Messenger

パンデミックの影響によって利用者が最も増加したアプリ
WhatsApp、Facebook Messenger

顧客が好む問い合わせチャネル
ソーシャルメッセージング、 
SMS・テキスト、 
ネイティブメッセージング

顧客が問い合わせに利用する頻度が高いアプリ
Facebook Messenger、WhatsApp

対応している企業が最も多いアプリ
WhatsApp、SMS・テキスト、Facebook 
Messenger

パンデミックの影響によって利用者が最も増加したアプリ

WhatsAppヨーロッパ、中東、アフリカ

推 奨 事 項

Facebook MessengerとWhatsAppの活用が最優先で
す。続いて、SMS・テキスト、ネイティブメッセージング、地域
ごとに人気の高いアプリ（Viber：東欧）への対応を検討する
ことをお勧めします。

ヨーロッパ、中東およびアフリカでは、Facebook Messenger
を利用した問い合わせ数が最も多くなっていますが、2020
年にWhatsAppの利用者数が190％増加しました。メッセー
ジングチャネルを介した企業への問い合わせ手段としては、
ソーシャルメッセージングアプリ、テキストメッセージ、Web
サイトやモバイルアプリのメッセージング機能が好まれてい
ます。現在メッセージングによるカスタマーサポートを提供し
ている企業の67%がWhatsApp、45％がSMS・テキスト、43％
がFacebook Messengerを活用しています。

ラテンアメリカ
推 奨 事 項

WhatsAppとFacebook Messengerの活用が最優先です。続
いて、ネイティブメッセージング、SMS・テキスト、Instagramダ
イレクトメッセージへの対応を検討することをお勧めします。

ラテンアメリカは、WhatsAppを利用した問い合わせ数が他
の地域に比べて突出しており、2020年は利用者数が96%増
加しました。企業への問い合わせ手段としては、WhatsApp
やFacebook Messengerといったソーシャルメッセージン
グアプリが好まれる傾向にありますが、企業のWebサイト
やモバイルアプリ上のメッセージング機能も積極的に利用
されています。現在メッセージングによるカスタマーサポー
トを提供しているほぼすべての企業がWhatsAppを活用し
ており（91％）、74％がFacebook Messengerにも対応して
います。そのほか、Instagramダイレクトメッセージ（33％）と
Telegram（28％）に対応している企業もあります。
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年齢層別の傾向
企業のWebサイトやモバイルアプリのメッセージング機能は、全世代を通じて企
業への問い合わせ手段として最も利用されています。他のメッセージングチャネ
ルよりも歴史が長いことを考慮すると、これは当然の結果であると言えます。

カスタマーサポートにおけるソーシャルメッセージングアプリの活用はまだ黎明
期にあり、顧客と企業の双方にとって手探りの状況が続いています。しかし、ミレニ
アル世代やZ世代をはじめとした若年層はソーシャルメッセージングアプリを利
用する傾向が強く、利用率は中高年層に比べて40%高くなっています。ソーシャル
メッセージングアプリを活用したカスタマーサポートに対する若年層の期待は、
今後も高まり続けることでしょう。

希望する問い合わせ手段は何ですか？

1 8～2 4歳：

21%
SMS・テキスト

3%
上記に該当なし

35%
ソーシャルメッセージングアプリ

40%
公式Webサイト・モバイルアプリ

2 5～3 9歳：

17%
SMS・テキスト

3%
上記に該当なし

39%
ソーシャルメッセージングアプリ

42%
公式Webサイト・モバイルアプリ

4 0～5 4歳：

20%
SMS・テキスト

3%
上記に該当なし

31%
ソーシャルメッセージングアプリ

47%
公式Webサイト・モバイルアプリ

5 5歳以上：

22%
SMS・テキスト

5%
上記に該当なし

24%
ソーシャルメッセージングアプリ

48%
公式Webサイト・モバイルアプリ
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あらゆるチャネルをまたいで 
シームレスな会話を実現
これからのカスタマーサービスに求められるのは、場所や時間にとらわれ
ない柔軟なサポートの提供です。あらゆるチャネルをまたいでシームレスに
会話を継続することで、顧客に何度も同じ説明を繰り返してもらう、顧客の
情報や状況を把握するために顧客を待たせる、といった事態を回避するこ
とができ、一貫性のあるパーソナライズされたエクスペリエンスを迅速に提
供することが可能になります。 

Zendeskのメッセージングソリューションを活用し 
顧客の期待に応えるエクスペリエンスを実現しませんか？ 

https://www.zendesk.co.jp/
https://www.zendesk.co.jp/service/messaging/

