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はじめに

2020年以前から、デジタルトランスフォーメーションは急速に普及し始めていました。常時接続することに
より即時体験が可能となり、仕事、暮らし、遊びのすべてが根本的に変化しました。

新型コロナウイルスの世界的大流行は、この状況を加速させました。企業らは膨大なテクノロジースタック
に素早くデジタルソリューションを追加し、シームレスにそれを連携させる必要がありました。 

新型コロナウイルスの感染拡大が進む中、カスタマーサービスとより幅広いカスタマーエクスペリエンス
（CX）が注目を集めるようになりました。企業はかつてないスピードでデジタル環境に移行し、顧客の維持
とビジネスの発展に懸命に取り組みました。顧客の期待に応えられない場合は、カスタマーサービスがす
ぐに対応する必要がありました。 

こうして加速するデジタル化に伴い、企業はかつてと異なる世界を生き抜くため、CXスタックの見直しに迫
られました。より多くのチケット処理を可能にするオンデマンドの拡張機能、カスタマーサービスのタスク
やプロセスに統合する機械学習やAIなどの新機能、モデルの運用効率を高めるスマートなタスク自動化機
能、スタックをスムーズに連携する柔軟で拡張性のあるプラットフォームにとらわれない互換性など、カス
タマーエクスペリエンスで差をつけるための様々な要素を取り入れました。 

このホワイトペーパーでは、Futurum Researchの担当チームがZendeskのプラットフォームをご紹介しま
す。これはCXへの理解を深めたい、ITリーダーの方々に向けて行われます。各企業のプラットフォーム戦略
と現状を評価し、プラットフォームを最新のITスタックに適合させるためのインサイトをご提供いたします。
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エグゼクティブサマリー

デジタルトランスフォーメーション関連の支出が企業全体で増加し、ビジネスインテリジェンス（BI）や顧客
関係管理（CRM）ソリューションが成熟する中、IT部門の意思決定者はカスタマーエクスペリエンス（CX）プ
ラットフォームに注目し始めました。CRMが顧客ライフサイクルの一部の管理を実現、CXへの移行が可能
となりました。さらにCXは企業全体のデジタルトランスフォーメーションの取り組みにおいて非常に重要
な役割を果たしています。 

モバイルデジタル経済での地理的条件、営業時間、在庫など従来の障壁を超え、パーソナライズされたサ
ービスが実現可能になり、CXへの投資が再び注目されるようになりました。今日、顧客維持は後回しにで
きない課題となりました。消費者の約3分の2が、たった一度でもカスタマーサービスの質が悪ければ取
引先を変えると回答しており、企業のリーダーたちはカスタマーサービスの優先順位を上げ顧客維持に力
を入れながら長期的なビジネスを目指しています。パワフルで、直感的で、柔軟なCXプラットフォームに
投資することにより、カスタマーサービスの質を向上させるだけでなく、簡単で素早い導入と総保有コスト
（TCO）の削減を実現します。またIT部門は面倒で柔軟性に欠けるソリューションに縛られることなく、独
自の条件で最高水準のソリューションスタックを構築することができるようになります。

Zendeskのプラットフォームはオープンでコードを必要とせず、ソリューションの統合に柔軟なカスタマ
イズが可能という点で、他のエンタープライズソリューションと差をつけています。またエンタープライ
ズ向けに幅広く提供されるAPI、AWSとのネイティブインテグレーション、総保有コストが低いことなど
も、Zendeskの強みです。本レポートのZendeskプラットフォームの評価を参考に、IT部門の意思決定者が
ZendeskをCXエコシステムに取り入れるメリットとその理由をお確かめください。
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CXの現状とITへの投資 

今日、顧客中心のビジネス環境を作るには、カスタマーエクスペリエンスに注目したデジタルトランスフォー
メーションが必要です。企業の利益は優れたCXが作り出すのです。	

CXの運用をコストセンターとしてではなく、事業開発や売り上げ増加の原動力として捉えることが大切です。
カスタマーサービスの質が高ければ高いほど、顧客維持率、顧客ロイヤルティ、顧客生涯価値を高めることが
でき、さらには口コミによる新規顧客の獲得にもつながります。企業はカスタマーサービス、カスタマーサポー
ト、カスタマーエクスペリエンス、CRMと顧客ライフサイクルの全行程を管理するITソリューションに投資す
る必要があるのです。

当社の調査によると、企業はITソリューションへの投資の優先順位に応じ、カスタマーエクスペリエンス、
顧客維持、顧客の新規開拓の改善に焦点を当てていることがわかります。2020 Digital Transformation 
Indexでは、調査対象となった400名以上のITリーダーのうち44％が、2021年のCXソリューションへの予算
は増加すると予測し、18％が例年どおりまたは不明と回答しています。これは企業らが積極的にCXの取り組
みを行っていることを示しており、今後もその傾向は続く見込みです。

	
新型コロナウイルスの大流行とそれに続く経済的混乱の中で行われたSASとの共同調査で、「将来、技術面
でのサポートを予定より早く導入するために顧客エンゲージメント戦略の導入、投資を予定より早めている」と
いう質問をアンケートで聞きました。彼らの回答が企業におけるCXの重要性を示しています。

https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
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結果、「予定よりも24〜36か月前倒しでの実装に向けて動いている。」という回答が多く寄せられました。

• 40％は、顧客のインサイトとエンゲージメントを可能にする、総合的な顧客データ管理戦略の導入
に注目しています。 

• 38％は、将来的にインタラクション、キャンペーン、コンテンツ、ブランドのプロモーションをしやすく
するAIの最適化に注目しています。

• 37.5％は、顧客との関係性及びカスタマージャーニー全体を通して顧客とのインタラクションを実現
する、カスタマージャーニー分析にも注目しています。

• 37.5％は、顧客のライフサイクル全体を通じ、リアルタイムで顧客のシグナルを適切に処理するため
の、統合されたオーケストレーションとリアルタイムの意思決定の導入を検討しています。

• 36％が、顧客のプライバシーとセキュリティに関するIDデータ検証に注目しています。　

上記のすべてのカテゴリで、12か月から24か月以内、あるいは1年以内の迅速な導入を目指し、回答者50％
が、CX戦略とテクノロジーへの投資を速やかに進めていきたいと回答しています。 

これは、企業が顧客との関係におけるROIを理解して顧客維持に真剣に取り組み、ITリーダーが導入に力を
入れていることを示しています。

現在のカスタマーサービス投資における課題

現在CX改善に使用されている最高水準のテクノロジーソリューションは、顧客の要望とカスタマージャーニ
ーを念頭に置き、迅速かつ簡単に問題を特定・解決し、最適なエクスペリエンスを提供しています。次世代ク
ラウド型CXプラットフォームは、レスポンスと解決時間の短縮、スマートなルーティングとエスカレーション、
カート放棄への対応、顧客の解約数の削減などで大きな違いを生んでいます。リアルタイムかつ大規模な実
行を可能にすると同時に、全体的な運用コスト削減を実現します。ミスが許されない現代のビジネスにおい
て、顧客の期待に応えることは重要です。

多くの場合、運用上の問題でビジネスリーダーによる解決が困難となっています。顧客データが統合されて
いないためカスタマーサービス担当者が効果的にデータを利用できなかったり、ワークフローが断絶してい
て必要な連携ができなかったりといった問題がその例です。シームレスに連携すべきソリューションとソリュ
ーションの間に障害が生じると、従業員が無駄な時間を費やすばかりでライセンス費用だけが膨らむことに
なりかねません。

また、ベンダーロックインも大きな課題となっています。ほとんどのITチームは、最高水準のアプローチをま
だ採用していません。ベンダーは今後、柔軟に最高水準のスタックを構築していかなければなりません。「組
織固有のニーズに最適化されたテクノロジースタックを構築する」のではなく、「あるものを利用する」という
考え方では誤った判断で組織全体の発展を大きく妨げてしまいます。相互運用性やオープンスタンダードを
重視しないシステムを選択すると、企業は飛躍しません。
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効果的なソリューションが目指すべき運用目標はCS、CX、CRMで特定することができます。中でも、顧客の不
満は最も重要です。サポートを求めている顧客に面倒な手続き行わせると不満がさらに高まります。	

企業側のもう一つの課題はカスタマーサポートにかかるコストです。サポートコストを最小限に抑えること
ができるソリューションは、それだけで十分価値があります。	

この２つの要件のバランスを取ることができるCXプラットフォームは、重要な課題を解決することができま
す。初回応答時間と解決時間を短縮、未解決チケットを減らし、データの垣根を排除することで、サポート担
当者はより優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できるようになります。そしてワークフローを合理化
し、AIベースのインサイト、API、アプリを統合、これはカスタマーサービス組織が解約数を減らし、サービス
を提供する企業の顧客維持率、顧客ロイヤルティ、顧客生涯価値を高めることに繋がります。

Zendeskソリューションの概要： 
オープン、迅速、柔軟であることの重要性

2007年に設立されたZendeskは、市場で最も完成度の高いカスタマーサービスツールの一つで
す。Zendeskのプラットフォームが高い市場シェアを誇るのは、企業がカスタマーサービスのニーズに応える
方法を長時間研究した結果といえます。Zendeskはもともと、デジタルトランスフォーメーションによって現
在のようなIT環境が整備される以前に、企業が抱えていた複雑で非効率的なチケット作成システムを変える
ために設立されました。Zendeskは、顧客と彼らのニーズとともに進化してきたのです。

Zendeskのミッションは初日から、カスタマーサービス業務をよりスムーズにし、プラットフォームや隣接す
るITソリューションに生じる問題を最小限に抑えることでした。この精神は設立当初から変わらずZendeskの
DNAに深く刻まれています。Zendeskは絶えず進化し、柔軟性、開示、迅速性にこだわり続けています。こうし
てZendeskは、Uber、Airbnb、Box、Expedia、Shopifyといったデジタルネイティブの顧客企業を抱えるリーダ
ーとしての地位を確立しました。 

Zendeskは企業規模やその複雑さを問わず管理をすることができます。企業の急速な成長にも素早く対応
し、簡単に拡張して管理できるという点から中小企業および大企業に選ばれています。世界中の企業がパンデ
ミックへの対応を迫られ、これまでにないほどニーズが高まっています。

Zendeskは、大企業向けのカスタマイズ機能と、Zendeskマーケットプレイスにあるビルトインソリューション
の成熟したエコシステムを、バランスよく組み合わせています。これらのアプリケーションは、サポート担当者
がすべてのインタラクションをベストな状態で始められるよう、重要なデータを可視化し行動を可能にしま
す。またZendeskのプラットフォームならチャネル選択の拡張が可能なため、サービス担当者はメディアやプ
ラットフォームの種類、顧客のいる場所に関係なく、対応できます。Zendeskのカスタマーサービスソリューシ
ョンは、CSとカスタマーインテリジェンスの重要なプロセス、ワークフロー、アラート、タッチポイントまでを幅広
く自動化し、すべての部門とビジネス全体をシームレスにつなぎます。またパフォーマンスインサイト、傾向分
析をはじめとするインテリジェントな分析機能を提供し、組織が成果を最大化できるよう支援します。IT導入
を検討中の企業がZendeskを選ぶ理由に幅広い統合機能があります。Zendeskは、幅広いカタログのビルト
イン機能、豊富なAPI、ネイティブのパブリッククラウドコネクタなどシステム全体でインテグレーションへのオ
ープンなアプローチを行っています。Zendeskは広いスコープのプラットフォーム機能を利用し、Zendeskの
ソリューション全体でプログラムへのアクセスを可能にしているため、企業はZendeskを「CXエンジン」として
活用することができます。Zendeskの設計理念はAPIファーストで、主要な機能はすべて対応するAPIとともに
リリースされます。これらのZendeskの機能は、俊敏性に欠ける競合製品との差をつけています。 
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Zendeskは、機能や性能に妥協することなく、既存のIT環境にスムーズに統合し、トラブルを最小限に抑えた
相互運用可能なソリューションを提供することで、ITリーダーの負担を軽減します。企業での実装と管理の点
において、また日々利用する多くのカスタマーサービス担当者にとっても、Zendeskのプラットフォームが特
異で効果的なのはこのオープンな統合戦略によるものなのです。

Zendeskプラットフォームの主な特長

Zendeskプラットフォームの主な特長には、次のようなものがあります。

プロコードからノーコードへ。ローコードやノーコードの製品やサービスはテクノロジーソリューションで急
速に普及しています。Zendeskはその点でも、期待を裏切りません。Zendeskのプラットフォームならコード付
き、ノーコード、両方のオプションを備えたパワフルなインテグレーション機能を利用し、顧客データを統合で
きます。

Zendeskプラットフォームのノーコード機能には、クリックするだけで何千ものアプリケーションをインストー
ルすることができる、Zendesk Marketplace が含まれます。Zendeskのコアともいえるノーコードの自動化とト
リガーにより、基盤となるコードを公開することなくチケットのワークフロー管理が実現できます。 

Zendeskのプロコードオプションは、Zendesk全体でインテグレーションを行う際に使用する、APIを中心に構
成されています。Zendesk Application Framework（ZAF）を使用すると、管理者は独自のアプリを作成できま
す。またSDKを使用すると、組織はモバイルアプリやWebサイトでZendeskを使用できるようになります。  

さらにZendesk App Frameworkでは、独自のカスタムアプリを構築することもできます。Zendeskは、他社と
異なりカスタム開発に対してオープンな姿勢を持っています。またZendeskは、独自の言語や技術を必要とし
ません。シンプルなアプリであれば、ZendeskのインフラストラクチャとHTML、CSS、JavaScriptだけで、すぐ
に展開が可能です。複雑なアプリの場合は、Web用の テクノロジースタック をニーズや好みに合わせて選択
することで、エージェントインターフェイスの外部で機能するための複雑なロジックを持つアプリを構築でき
ます。Zendeskのユーザーインターフェイス全体にアプリを拡大表示できるため、細かな部分や複雑な箇所
のカスタマイズも行えます。

カスタマーサービス担当者はチャネルアプリを通じ、Google Play、YouTube、Instagramといったノン・ネイテ
ィブのチャネルにも接続できます。サイドバー／モーダルアプリを使用すると、サポートインターフェイスに
Mailchimp、Shopify、Jira、Trello、Salesforceといった外部アプリの背景情報や機能を表示することができ、チ
ームの作業効率がアップします。またチケットエディタアプリは、Zendeskのリッチテキストエディタ内に担当
者同士の会話をわかりやすく表示することで、会話を合理化します。またバックグラウンドアプリは、自動化さ
れたサイレントなタスクをバックグラウンドで実行します。

プロコードに加え、Zendesk Integration Services（第3四半期にリリース）は、組織内の他のテクノロジースタ
ックと緊密に統合されたカスタムインテグレーションを構築してZendesk上で機能させる際に、優れた柔軟
性を発揮します。
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メッセージングをシームレスに統合可能。Zendeskの目標はシンプルかつ戦略的で、カスタマーサービス
組織がどこにいようと、顧客とつながれるようにすることです。基本的な運用レベルとしては、Webサイト、
電話、Eメール、SMS、モバイルアプリ、チャット環境がこれにあたります。ZendeskのCXプラットフォームな
ら、Facebook、Facebook Messenger、Twitter、WhatsAppといった人気のSNSチャネルに加え、マーケッ
トプレイスで50以上のチャネルインテグレーションが可能です。カスタムチャネルを作成するための SNS 
機能も提供しています。例えば、チャネルフレームワークで新しいチャネルを作成すると、カスタマーサー
ビス担当者はサードパーティのサイトやアプリで、顧客に非同期型のサービスを提供できるようになりま
す。Sunshine Conversationsでは、顧客、サポート担当者、ボットをカスタムチャネルでつなぎ、その会話を
Zendeskでネイティブに展開することができます。		

シンプルなAPI。ZendeskはAPIファーストの開発手法を採用しています。このためユーザーは、標準ベースの
充実したAPIライブラリを利用することができ、Zendeskと他のシステムをシームレスに統合することを可能
にします。この包括的なAPIライブラリにより、開発者はZendeskのデータや機能全体において細部までアク
セスすることができます。これは、効率的なクロスシステムインテグレーションを可能にする便利な機能で、
チケットの作成や更新をプログラムにより実行したり、複数システム間でユーザー情報を同期したりする際
に非常に有用です。

パブリッククラウドコネクタ。Zendeskのパブリッククラウドコネクタは、複雑なインテグレーションとワークフ
ローを単純化する目的で開発されました。例えば、Zendeskのビルトインコネクタを使用すると、AWSをはじ
めとする何百ものSaaSアプリにZendeskを簡単に接続することができ、従来複雑だった複数のアプリ間のイ
ンテグレーションを簡素化できます。

Zendesk Event Connectorも、その一例です。このコネクタは、イベント駆動型のアプリケーションを構築して
分析を行う際、ZendeskのイベントをAWSにストリーミングするための、拡張性の高い安全な手段です。この
機能により、企業は社内のCXデータにリアルタイムでアクセスし顧客情報を取得し、AWSサービスを利用して
より詳細なインサイトを得ることができます。このようなイベント駆動型のアーキテクチャは、イベントに素早
く反応し、適切な場所へ自動的にルーティングすることで、処理効率を最大化できるよう設計されています。 

ユースケースとしては、AWS Translateによる自動翻訳、AWS Comprehendによる感情分析、AWS Quicksight
によるトレンド分析とアラートなどが挙げられます。この機能により、ITリーダーはコストを抑えながら運用範
囲を拡張し、新規市場への参入スピードを早めることができます。また傾向や異常を特定してグローバルなイ
ンシデントに素早く対応し、選択したBIツール（Tableau、PowerBIなど）にデータを移行する機能も、ITプロフ
ェッショナルの最優先課題です。
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結論と推奨事項

Zendeskのプラットフォームは、現在投資や導入をさまざまな角度からご検討中のITリーダーの皆様が必要
とする機能を備えています。柔軟性と拡張性に優れたソリューションは、技術面での簡素化、デジタルカスタ
マーサービスの急激な増加に伴うユーザーエクスペリエンスの向上に対応しています。 

本レポートは、CXテクノロジーの現状に関する幅広い考察に基づいています。一方、当社の推奨事項は
Zendeskのソリューションにおける投資エリアとオペレーション能力の向上に基づいており、競合他社との
比較をしただけではありません。

市場がハイブリッドクラウドに移行し、エンタープライズハードウェアのアーキテクチャが大きく変化したよ
うに、CXソフトウェアも統合や柔軟性を取り入れなければなりません。特に、企業内の既存のアプリケーショ
ン環境とシームレスに相互運用できるソリューションが必要不可欠です。 

また、次世代型のカスタマーエクスペリエンスワークフローを実現するため、API、コネクタ、統合機能は、	
インテリジェントな自動化による急速なイノベーションに対応可能な、ワークフロー中心型のものを推奨し
ます。こういったテクノロジーは、ハードウェアとアプリケーションの複雑なエコシステムにおけるカスタマ
ーサポートチケットの処理方法に変革をもたらします。こうして迅速かつ的確な対応をシームレスに行い、	
顧客の要件を一つ一つ満たすことで成功率を高め、離脱率が下がります。 

結果、Zendeskは現代企業のカスタマーエクスペリエンスのワークフローに欠かせないZendesk以外のシス
テム、アプリケーション、プロセスとの連携を可能にする、拡張性の高いビルディングブロック方式のアプロ
ーチにより最高水準のCXを提供します。
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