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ServiceNowの

カスタマーサービス
マネジメントが
顧客体験を高める

どうすればユーザーの顧客体験を高められるか？ これは業種や BtoC、BtoB の違いにかかわらず、あらゆる企業に共通す

る課題だ。顧客との接点の多様化や、顧客対応の品質向上に取り組む企業が増えているが、顧客対応の “入り口” を改善す
るだけでは満足してもらえないことが多いようだ。お客さまは、あなたの会社のサービスを本当に「いいね！」と思って
いるだろうか？

問題解決できないカスタマーセンターに
顧客の不満は高まるばかり

高い会社ほど、利益も高いという傾向が

るためには、顧客対応の “入り口” を改善

表れているからだ。

するだけでなく、問い合わせ内容を物流

NPS を高めるため、オムニチャネル（マ

や品質保証などの担当部署とスピーディ

先進的な企業の多くは、NPS（ネットプ

ルチチャネル）をはじめとする顧客との

に共有し、各部署が問題解決に即座に対

ロモータースコア、企業やブランドに対

接点の多様化や、24 時間 365 日体制のカ

応できるような仕組みづくりが必要です。

する消費者の愛着・信頼の度合いを数値

スタマーセンターを用意するなど、顧客

お客さまからのあらゆる問い合わせに

化した指標）を重要な KPI（重要業績評価

対応の品質向上に取り組む企業は増えて

End to End で対応できる体制が求められ

指 標）の 1 つとしている。一 般に NPS の

いる。しかし、こうした改善によって、顧

ているのです」と語る。

客は本当に満足しているのだろうか？
「電話やメール、チャットなど、さまざ

李 広泰氏

応窓口を進化させている企業でも、問い

まな手段で、いつでも、どこからでも問い

合わせを受けた内容を各部署に伝える際

合わせができる仕組みがあるというのは

には、電話やメールを使用していること

確かに便利です。しかし、お客さまが本

が多い。その結果、レスポンスに時間を

当に求めているのは、連絡の取りやすさ

要したり、誤った情報が伝えられること

ではなく、問題を早く解決すること。す

によって顧客に迷惑を掛けたりするケー

ぐにカスタマーセンターにつながっても、

スも少なくないようだ。

『購入した商品がなかなか届かない』
『エ

ServiceNow Japan 株式会社
カスタマーサービスマネジメント事業部長

マルチチャネルを導入するなど顧客対

これをいかに自動化し、遅れや抜け漏

アコンが壊れたので原因を教えてほしい』

れのない対応を実現するかということが、

といった用件がなかなか解決されないの

顧客体験を高めるうえでは非常に重要で

では意味がありません」

ある。また李氏は、
「お客さまにとって最

そう語るのは、ServiceNow Japan カス

も望ましい顧客対応とは、わざわざ企業

タマーサービスマネジメント事業部長の

に連絡を取らなくても、お客さま自身で

李広泰氏である。

問題を解決できるような環境を整えるこ

李氏は、
「本当の意味で顧客体験を高め

とです」と語る。
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ServiceNowのカスタマーサービスマネジメントが顧客体験を高める
「例えば、暑い日にエアコンが故障して

客からの過去の問い合わせに基づき、想

カスタマーセンターを経由せず、直接各

困っているお客さまにとって、大切なの

定されるインシデントの情報を公開して、

部署に届く仕組みを構築することも可能

はとにかく1 分 1 秒でも早く故障を直すこ

顧客自身が速やかに課題解決できる環境

です。業務効率化やコスト削減にもつな

と。カスタマーセンターに連絡してもつ

を用意すること。これらが真の意味での

がるのです」と李氏は説明する。

ながらず、ようやくつながってから状況

顧客体験を高めることは、詳しく解説した。

さらに “カスタマーサービスマネジメ

を伝え、エンジニアの到着を待っていた

こうした仕組みをクラウドベースの

ント” には、直接問い合わせがなくても、

のでは数日かかってしまうかもしれませ

サービスとして簡単に導入できるのが、

顧客が利用している製品の異常を IoT な

ん。そんなとき、メーカーのポータルに、

ServiceNow の “カスタマーサービスマネ

どの技術と連携することで、インシデン

起こりやすいトラブルと対処方法が掲載

ジメント” だ。李氏は、
「“カスタマーサー

トとして報告する機能もある。これがプ

されている、また、そこからエンジニアの

ビスマネジメント” は、企業の顧客対応に、

ロアクティブだ。

手配がお客さま側から依頼ができれば、

①エフォートレス（手間の少なさ）
、
②コ

これらの 3 つの価値によって、真の意味

お客さまはわざわざカスタマーセンター

ネクテッド（接続性）
、
③プロアクティブ

で顧客体験を高めるのが ServiceNow の

に連絡しなくても、自分で問題を解決で

（未然対応）という 3 つの新たな価値をも

“カスタマーサービスマネジメント” の大

きます。実はこれこそが、お客さまにとっ
て最も望ましい体験なのです。過去の問

エフォートレスとは、
「顧客に余分な手

い合わせに基づき、起こり得るインシデ

間を掛けさせない」こと。
「例えば、“カス

ントの情報をお客さまと共有する仕組み

タマーサービスマネジメント” で処理し

を確立することも、顧客体験を高めるた

たお客さまからの問い合わせと対応の履

めの重要なポイントだと言えます」

歴は、ナレッジ（知見）として蓄積され、

では、どうすればそのような仕組みを

きな特徴である。

たらします」と語る。

顧客体験を高めると同時に
業務効率化やコスト削減も実現
では、“カスタマーサービスマネジメン

全部署で共有できます。その中から、特

ト” は実際どのように企業の顧客対応力

構築できるのか？ End to End の顧客対

によく起こり得ると想定されるトラブル

を高めるのか？ 3 つの事例を紹介しよう。

応を実現した企業をさらに詳しく紹介し

と対処法をお客さまに公開すれば、お客

コールセンターの通話マネジメントシ

ていこう。

さま自身ですぐに課題解決できるように

ステムなどを開発するイスラエルのテク

なり、余分な負担が軽減されるのです」
。

ノロジー企業である NICE 社は、エフォー

カスタマーセンターなどの顧客接点と

トレスとプロアクティブという 2 つの価

各部署間を自動でつなぐのがコネクテッ

値に着目して “カスタマーサービスマネ

ドである。電話やメールによる社内連絡

ジメント” を導入。従来は、同社が納入し

カスタマーセンターなどの顧客接点が

よりも迅速かつ正確に、顧客からの問い

た機器に対する顧客からの問い合わせは

受け付けた問題を各部署がシームレスに

合わせ情報が各部署に届くので、スピー

カスタマーセンターが受け付けていたが、

共有し、レスポンスよく問題解決に対応

ディな対応が実現する。
「お客さまがポー

機器が不具合を検知すると自動的にイン

できるような体制づくり。さらには、顧

タルなどに問い合わせ内容を入力すると、

シデントが報告され、未然に対処や情報

3つの新たな価値で
顧客満足を高める

ServiceNowの “カスタマーサービスマネジメント” の価値
エフォートレス

コネクテッド

プロアクティブ

統合ポータル
顧客とサービスの融合

顧客コミュニケーション
部門間コラボレーション

Issueモニタリング
障害を未然に検知・対応

問い合わせ件数

問い合わせの
クローズ時間を短縮

顧客ロイヤリティを
向上

（とコスト）を削減

①エフォートレス、
②コネクテッド、
③プロアクティブの3つの価値によって、顧客からの問い合わせに速
やかに対応し、顧客体験を高める。
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ServiceNowのカスタマーサービスマネジメントが顧客体験を高める
り口」での顧客対応にはかなり力を入れ

公開ができるようにした。

までもない。しかし、いったん顧客になっ

また、
「お客さまからの問い合わせにつ

ていたが、問い合わせを受け付けた後の

ても、問い合わせやクレームへの対応な

いても、カスタマーセンターが受け付け

サービスオペレーションを改善しなけれ

どに満足が得られないと、どんどん離れ

て各部署につなぐプロセスのほかに、お

ば顧客満足は上がらないと痛感し、“カス

ていってしまうものだ。CSM は、そうし

客さまが同社のポータルに問い合わせ内

タマーサービスマネジメント” を導入し

た既存顧客のつなぎ止めのために効果的

容を入力すれば、その情報が直接各部署

て部門間の情報連携を強化した。その結

な仕組みだといえる。

に届く仕組みが出来上がりました。これ

果、顧客が抱える問題の把握や解決に関

「“カスタマーサービスマネジメント” の

によって、同社への問い合わせの 65％は

する取り組みが以前に比べて 65％も改善

クライアントの中には、新規顧客の獲得

ポータル経由、日々 200 件ほどは機器か

されたという。コネクテッドの価値が存

には CRM、既存顧客の維持には CSM と

ら直接届くようになり、顧客満足が上が

分に発揮されたのだ。

使い分けておられる企業も多いようです。

これらの 3 つの価値が「顧客体験を高

どちらに力点を置くかは業種ごとの特性

める」という認識は着実に広がっており、

や企業ごとの課題によっても異なります

“カスタマーサービスマネジメント” を

現在では全世界で 700 社以上、日本でも多

が、
問い合わせへの迅速な対応やエフォー

利用して、顧客接点とインシデントに関

く の 企 業 が ServiceNow の “カ ス タ マ ー

トレス化が既存顧客の満足を高めるうえ

するナレッジの共有を図ったのが米ソフ

サービスマネジメント” を活用している。

で重要なカギを握るという認識は、欧米

ると同時に業務効率化とコスト削減を実
現しました」と李氏は説明する。

や日本企業の間でもかなり浸透してきた

トウェア会社の EPICOR 社である。同社
は積極的な M&A 戦略で成長を遂げたが、
その結果、製品ごとに異なるポータルや

サービスマネジメントのノウハウを
顧客サービスにも適用

ように感じます」と李氏は語る。
ちなみに、“カスタマーサービスマネジ
メント” という言葉は、
「顧客サービスを

顧客管理システムが乱立することになり、
それらを統合して顧客対応を一元化した

ServiceNow が 提 供 す る “カ ス タ マ ー

管理する」という意味に捉えられがちだが、

いと考えた。“カスタマーサービスマネジ

サービスマネジメント” は、CSM と略称

正しくは「サービスマネジメントという

メント” によって、ポータルとそこに掲載

される。顧客体験や顧客満足を高めるた

仕組みを顧客にも適用する」という意味だ。

される製品関連情報を集約したところ、

めのツールとしては CRM がよく知られ

「サービスマネジメントとは、提供サー

NPS は 10 カ月で 10％以上も上昇した。

ているが、CRM と CSM の違いは何であ

ビスの品質維持向上を図るために、短期

ま た、カ ナ ダ の 通 信 会 社 の Shaw

ろうか。李氏は、
「見込み客を顧客にする

から中長期の範囲で用いられる管理フ

Communications 社は、顧客からの問い合

ためのツールが CRM であり、顧客となっ

レームワークです。最も分かりやすい例

わせに対応する各部門がサイロ化してお

た方々に満足を提供することで長い関係

で言うと、ビジネスの現場で発生したイ

り、部門間の連携によって対処すべき問

を維持するための仕組みが CSM です」と

ンシデントを検知し、対策を打ったり、根

い合わせやクレームの処理に時間を要す

説明する。

本原因を究明する一連のプロセスにベス

ることが 大きな 課 題 で あった。同 社 は

売り上げを伸ばすためには、顧客の母

トプラクティスを示してくれます。有効

CRM（顧客関係管理）を導入するなど、
「入

数を増やすことが不可欠であるのは言う

なインシデント管理プロセスが整備され

“カスタマーサービスマネジメント” の効果
NICE 社

EPICOR 社

Shaw Communications社

カスタマーポータルに
挙げられる
ケースが

NPS（企業やブランドに
対する愛着・信頼の
度合い）が

顧客からの
問い合わせや
問題が

65%

10%

65%

自動化

アップ

改善

顧客からの問い合わせの65％がポータル経由となり、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現した例も。3つの
価値がさまざまな効果を生み出している。
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ServiceNowのカスタマーサービスマネジメントが顧客体験を高める
ていると、インシデントが発生しても、そ

情報が関係部門に届いて、速やかに対処

の情報はシステムを通じて自動的に関連

できるような体制を整えることも可能で

部門に届き、迅速な対応が可能となります。

す」と李氏は語る。そうした自動化のメ

さらに、各部門が情報に基づいてどんな

リットに着目して、メーカーだけでなく、

対応を取ったのか、それによってインシ

通信会社にも “カスタマーサービスマネ

デントは解決されたのかといった経過に

ジメント” の導入事例が増えているという。

ついても管理できます。この仕組みを社

李氏が “カスタマーサービスマネジメ

内業務におけるインシデント対応だけで

ント” のもう 1 つのメリットとして挙げる

なく、お客さまからの問い合わせやクレー

のは、すべての機能やサービスが同一の

ムなどにも対応させるようにしたのが “カ

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で 利 用 で き る 点 だ。

スタマーサービスマネジメント” なので

ServiceNow は、ITSM をはじめとするさ

す」と李氏は説明する。

まざまなサービスを提供するため、“Now
Platform®” と呼ば れる独自のプラット

企業が成長するには
CSMが不可欠な時代に

フォームを構築している。その土台の上に、
“カスタマーサービスマネジメント” 特有
のプロセスや機能をアプリとして載せ、

そもそも ServiceNow は、企業のシステ

問い合わせの受け付けから各部門への連

ムやハードウェアなどの運用状況を管理

絡、対応の確認、対応後のナレッジ共有と

する “IT サービスマネジメント”（ITSM）

いう一連のプロセスがすべてカバーでき

で高い導入実績を持つ企業だ。その開発

る仕組みを作り上げているのだ。

経験を生かし、顧客からの問い合わせや

「追加のカスタマイズなどを施すことな

クレームに効率よく対応できる仕組みと

く利用できるので、開発費用や導入コス

して構築したのが、同社の “カスタマー

トを抑えることができます。しかもクラ

サービスマネジメント” なのである。

ウドベースなので、機能やサービスは半

すでにITSMの卓越した技術を確立し

年ごとにどんどんアップデートされてい

ているので、前ページで紹介した3つの価

きます。運用コストを抑えながら、顧客

値の1つであるプロアクティブも実現できる。

体験を高めていくことができるのです」

「例えば、サーバやスイッチといった IT

李 広泰氏

15 年以上にわたる、カスタマーサービスに関わるコン
サルティング、ダイレクトセールス、チャネルセール
スなどの経験を有す。ジェネシス、ドキュサインなど
の カ ス タ マ ー サ ー ビ ス、SaaS 企 業 を 経 て、現 在 は
ServiceNow Japan にてカスタマーサービスマネジメ
ント事業のリードとして従事する。

と李氏は説明する。

機器、複合機などを製造しているメーカー

顧客体験を高めながら企業が成長して

の場合、お客さまに納入した機器に不具

いくには、CSM の活用が不可欠。そんな

合が発生すると、自動的にインシデント

時代が、すでに訪れているようだ。

ServiceNow Japan 株式会社
https://www.servicenow.co.jp/
お問い合わせ：
https://www.servicenow.co.jp/contact-us-request-info.html
代表電話番号
03-4572-9200（代表）
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