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力されましたか？」
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運営の課題として上位を占めています。
また

いですか？」といったやり取りに数分を費
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、
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トが複雑化する中で、コールセンターへの
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問い合わせ内容も複雑化しています。コー

とって望ましいと言えます。そもそも元を

な会話から始めることができます。
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「お客様の状況を確認しますので、少々

場合があり、コールセンターの運営をいか
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結できる「セルフサービス化」が進めば良
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ようですね」
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解決率を高められる方法としては、顧客に

図 1 に示すように、コールセンター運営

況をヒアリングし、問い合わせの背景を理

同じ環境を用意してもらい、初めから手取
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、
「生産

解することから始まっていました。「どんな

り足取り進める方法もありますが、解決ま

性向上」
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画面を見ていらっしゃいますか？」
「何を入

でのスピード感がまったく違います。
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これまでは、理解するまでに数分かかっ

図２. 利用者のコールセンターに対する不満

1 次対応での解決率を向上させ、ひいて
はコールセンター運営費用を削減させる
意味において、非常に強力で魅力的な技術
だと言えるでしょう。

顧客と同じ画面を共有

ご覧いただいた
2 種類のレンズで
お悩みでしょうか？

つ迅速に反映することができ、開発費用が
抑えられるというメリットもあります。

マーケティングにも活用
サイト上の顧客体験可視化の技術は、
マーケティングにおいても活用することが
顧客

オペレーター

できます。
EC サイトのパフォーマンスは、サイトへ

図３. リアルタイムで顧客体験を共有

の訪問者の数、新規入会者の数、購入者

IBM の顧客体験管理ソリューション

手 12 社中 11 社、北米の大手携帯電話

の数、購入平均単価、広告効果などで測る

全社、旅行関連の訪問者数トップ 10 サイ

ことが一般的です。分析担当者は、こうし

こうした Web サイト上の顧客体験を可

ト中 6 社で導入されています。オンライン

た数値の把握で立ち止まってしまいがちで

視化し、オペレーターの作業効率を向上

での取引が多い企業や、成長中の企業で

す。「目標とする顧客の新規入会や商品購

させるのが、顧客体験管理ソリューション

数多くご活用いただいています。

入といったコンバージョン率が思ったより
も上がらないのはなぜか」
「なぜ購入ボタン

「 IBM Tealeaf（ 以 下、Tealeaf）
」です。
Web サイト上の一人ひとりの体験をすべ

エスカレーションを 95% 削減

ことができます。また Tealeaf は、Web
サイトのみならずモバイル・サイトや今注

を押す前にサイトを離脱する顧客が絶えな
いのか」といった数値の裏にある “ なぜ ”

てレコーディングし、その体験を再現する
米国のある大手金融機関では、カスタ
マー・サービス部門で Tealeaf を導入し、

に関しては、分析担当者が推測するしかあ
りません。

目されているモバイル・アプリの情報も取

問い合わせのあった顧客の状況をオペレー

こうしたときに Tealeaf を利用すること

得し分析することができます。

ターがリアルタイムで把握できるようにな

で、「購入ボタンを押さなかった顧客はそ

多くの閲覧者がどこに注目しているのか

りました。導入後わずか 2 週間で１コー

の前に何を閲覧したのか」
「何を入力して

を視覚化するヒートマップ分析（図４）や、

ルの平均処理時間を 7%（ 27 秒）短縮し

どんなエラーが返されたのか」といったこ

各項目の入力にどの程度時間を要してい

ただけでなく、1 次対応での解決率も向上

とを追体験でき、「どこで顧客はいらだっ

るのかといった入力フィールド分析など、

し、2 次対応にエスカレーションされてい

て離脱したのか」
「どこで先に進めず仕方

リッチな分析をすることが可能です。また

たコールを 95% 削減。その結果、8 名

なく去ったのか」といった、“ なぜ ” を解く

Web 上の顧客データを取得するためにサ

のオペレーターをより体制を強化したい部

ヒントを知ることができます。そして原因

イトに Java コードを埋め込む必要がない

門へ異動することができました。

が特定できれば、例えば、Web サイトを

ので、現行の環境を変更することなく導入

オペレーターの処理時間の短縮による

去ってしまった後にメールで別のオファー

できます。さらに、企業セキュリティー環

顧客満足度の向上はもとより、質の良い対

を出して顧客のリテンションを図るといっ

境に対して 100% セキュアで、
Web トラン

応が行え解決率が向上することによってオ

たこともできるでしょう。

ザクションの増加に対して拡張性が高いこ

ペレーター自身も仕事に自信がつきます。

とも特長です。

仕事に対する満足度が向上することで、オ

すでにグローバルのエンタープライズ企
業 600 社以上での導入実績があり、北米
では大手銀行 10 社中 7 社、損害保険大

始めるなら今

ペレーターの定着率が向上することも期待
できます。

顧客体験管理ソリューション Tealeaf

また、この金融機関では、オペレーター

は、顧客一人ひとりの体験が分かるという

が把握したサイト上の問

特徴から、特にコールセンターで威力を

題をスーパーバイザーと

発揮します。オペレーターの処理時間を

重要度を協議し、IT 部門

短縮し、運営費用を削減するために非常

に毎週フィードバックする

に有効な手段であると言えます。IBM は

というプロセスを回してい

Tealeaf をはじめとしたソリューションで、

ます。IT 部門側はユーザ

コールセンターの効率的な運用をご支援

ビリティーに関するユー

してまいります。

ザーの生の声を聞くこと
ができるため、サイト開
図 4. サイト内の注目度を測るヒートマップ分析

発にその改善点を的確か
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