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第１章 導入が進むライブチャットサポートとは 

ビジネスのデジタル化が浸透するに伴い、企業のマーケティング活動における多様なデジタルチャネ
ルでの顧客接点がさらに重要性を高めている。本章では、近年WebサイトやECサイトなどのチャネル
で、急速に採用が進んでいるライブチャットサポートの概要について述べる。 

ライブチャットサポートが注目される背景 

スマートフォンの普及やIoT（Internet of Things）の台頭により、多様なデバイス

がインターネットに接続されることで、これまで把握することが難しかったさまざま

な顧客の情報をデジタルデータとして収集・活用することの重要性が増している。多

くの企業では、さまざまなデバイスから出力される膨大なデータを収集し、マーケ

ティング活動に活用するうえで、デジタルマーケティングへの取り組みが課題となっ

ている。デジタルマーケティングとは、広義にはデジタルメディアを使った、商品や

サービスあるいはブランドのプロモーションに代表されるマーケティング活動全般

を指す。ITRでは、より高度なマーケティング手法に範囲を絞り、「デジタル化され

たプロセスとデータを活用し、実証に基づいた判断を行うことによって、マーケティ

ング施策全体を最適化する仕組みや方法」と定義している。 

具体的なデジタルマーケティングの範囲としては、WebサイトやEメール（メール

マガジン）配信、ソーシャルメディアといったオンラインのチャネルを活用したWeb

マーケティングと呼ばれるものが中核となってきた。チャネルとは商品やサービスを

顧客に届けるための流入経路であり、現在のマーケティングにおいては、これらの

チャネルを通して、顧客からの情報をいかに収集・分析し、どのように最適なメッセー

ジ（コンテンツ）を届けるかが、重要視されている。近年では、Webのアクセス履歴

やスマートフォンなどのGPSから発信される位置情報などのデータを基に、顧客の行

動を把握・分析する解析ツールやサービスの活用が、デジタルマーケティングの主軸

になってきている。また、分析結果を基に、最適な広告／コンテンツ配信をシステム

で自動的に選定・管理するMA（マーケティング・オートメーション）への注目も高

い。さらに、これらの膨大なデータの分析結果から洞察を得るにあたり、AI（人工知

能）を活用する動きも活発化し始めている。 

デジタルチャネルとして、近年、利用者が最も急増したものがLINEやFacebook 
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メッセンジャーなどのチャットであろう。チャットは、ネットワークを介して2人ま

たは複数人のグループで、リアルタイムにメッセージをやりとりするシステムである。

近年ではソーシャルメディアの要素を取り入れ、企業が公式アカウントを取得し、顧

客・見込客とのコミュニケーション・チャネルとして活用することが一般化している。

そのチャットのシステムを、自社のWebサイトやECサイトに組み込み、来訪した顧

客・見込客への接客やカスタマーサポートとして活用する企業が増えている。 

導入が進むライブチャットサポートとは 

このようにWebサイトやECサイトにおいてチャット機能を利用し顧客対応するシ

ステムやサービスを指す一般的な用語はまだ定着していないが、現時点では、ライブ

チャットサポートやWeb接客と呼ばれることが多い。サイトを閲覧していると多くは

ページの右下にチャットウィンドウがポップアップで表示され、サポート担当者ある

いはプログラムが、来訪者がサイト上で探している情報や、操作方法で困っているこ

とがないかなどを尋ねてくる仕組みである（図1）。 

図1 主にWebページの右下に表示されるライブチャットサポートの例 

 
出典：ITR 

ライブチャットサポートは、その言葉が示すように、外資系IT関連企業の多くが製

品やサービスのサポート業務において、Webサイトのサポートページにチャット機能

ITRチャットサポート

何かお困りですか？
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を組み込んでサービスを提供するようになったことが源となっている。電話やメール

での問い合わせ、FAQページやサポートコミュニティでの情報提供・交換に加えて、

顧客の多くが日常的に利用するようになってきたチャット機能を、サポート業務での

コミュニケーション・チャネルとして追加してきている。 

ライブチャットサポートの分類 

ここで、Web接客ツールとライブチャットサポートツールを整理しておこう。図2

は、ライブチャットサポートツールとWeb接客の対応例を、顧客の消費行動（カスタ

マージャーニー）に沿って整理したものである。 

図2 ライブチャットサポートとWeb接客の分類 

 

出典：ITR 

消費行動は、商品やサービスの認知、他社や従来製品などとの比較検討、購入に至

るまでの営業や接客と、配送や商品の受け取り、利用段階に入ってからの活用方法や

故障対応などのサポート業務とに大きく分けられる。そして、商品やサービスに満足

できなかった場合は他社の商品／サービスへの移行などの離脱があり、これもサポー

離脱
利用・情報共有

サポート
受取購入比較検討興味

お支払い方法でお困りですか

配送日は△月△日の予定です

どのような不具合が起こっていますか
お探し物はどのようなものですか

旧製品との最大の違いは〇〇です

入荷日は○日後の予定です

もう1着買うと〇〇％OFF

初回購入特典！1,000円OFF

告知：新規会員登録で〇〇ポイント

認知
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カスタマージャーニー

Web接客

ライブチャットサポート



 
ITR White Paper 

 

 
4         ©2017 ITR Corporation.  All rights reserved. 

ト業務に含まれる。例えば、携帯電話サービスや月額サービスにおいて、解約方法の

Webサイトでの案内、手続きプロセス、およびその過程での引き留めのための施策が

これに該当する。 

ライブチャットサポートツールは前述のとおり、商品やサービス購入後のアフター

サポートを中心とした業務での活用が主となる。具体例としては、ECサイトで購入

に時間がかかっているユーザーに、支払いプロセスで不明な点があるかを問いかけた

り、サポートページのFAQを参照しているユーザーに、具体的な症状を尋ねるなどが

想定される。一方、Web接客は、実店舗での接客と同様に、カスタマージャーニーに

おける認知、比較検討、購入までの業務を主な対象範囲としている。具体例としては、

ページに訪れた新規ユーザーに、新規会員登録による特典を案内したり、ECサイト

などで探し物を能動的に尋ねることが想定される。 

このようにWeb接客とライブチャットサポートは、ツールを利用して顧客対応する

目的や業務範囲によって分類されるが、ともにサイトを訪れた顧客／見込客に対して

チャットによって応対するという機能では大差がない。よって、ライブチャットツー

ルと呼ばれるツールでWeb接客も可能であり、その逆も然りである。また、どちらも

実際に顧客とコミュニケーションするにあたり、接客やサポート業務を担当する人が

チャットを行う場合と、ボットと呼ばれるプログラムがポップアップ画面の表示を

行ったりチャット相手となる場合が存在する。一般的には、自動表示プログラムによ

るクーポンなどのキャンペーンの案内や、サイト来訪者へのチャットでの最初の問い

かけは、ボットによるものが多い。 

ここで、ボットと人での応対を含めた、ライブチャットサポートの流れを図3に示

す。Webサイト閲覧中に突然チャットウィンドウが開き、要件などを尋ねられて戸

惑った経験のあるユーザーは少なくないであろう。こうしたチャットを開始するタイ

ミングを含め、主要なライブチャットツールでは最初に行うのがシナリオ設計である。 
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図3 ライブチャットサポートの流れ 

 

出典：ITR 

シナリオ設計では、①どのようなアクセスユーザーに、②どのページで、③どのよ

うなタイミングで、④どんな内容を表示させるかを設定する。シナリオ例としては、

①初めてサイトにアクセスしページを彷徨っているユーザーに、②どのページを閲覧

中であっても、③ページ閲覧数が1分間に10に達したときに、④探し物は何ですかと

チャットで尋ねることがあげられる。こうした最初のコンタクトは、現状では、ボッ

トがシナリオに沿って自動表示・応答を行い、その問いかけに対してユーザーが具体

的に探し物をチャットで返してから、人がチャットを引き継ぐケースが多い。その際、

主要な商用ライブチャットサポートツールでは、接客／サポート担当者がアクセス

ユーザーのダッシュボードを参照しながらチャットを進めることが一般的である。

ダッシュボードでは、アクセスユーザーの性別や年代、アクセス場所などの基本属性、

PCかスマートフォンかなどのWebアクセス環境、ユーザーの滞在時間やページ遷移

などのアクセス状況、CRMなどからの商品購買や問い合わせ履歴などを参照でき、

それらを参考にして適切な顧客対応をチャットで行うのである。 

シナリオ設計 ダッシュボード

①どのようなアクセスユーザーに

②どのページで

③どのようなタイミングで

④どんな内容を

アクセスユーザーの基本属性

Webアクセス環境

Webアクセス状況

ユーザーの購買等の履歴

ユーザーの状況から人が対応シナリオに沿って自動表示・応答

【シナリオ例】

• 初来訪者がサイトを彷徨っている際に探
し物の候補を提示する

• 再来訪者が同じ商品／サービスの詳細
を見ている際にクーポンを提示する

• 支払ページで時間がかかっているユー
ザーに操作方法を提示する

【シナリオ例】

• 初来訪者がどのような情報を探している
かアクセス状況から判断し尋ねる

• 再来訪者でFAQページの閲覧者に過

去購入された商品を確認し、操作方法
か故障かなどの悩みを推察し尋ねる

• 支払ページで時間がかかっているユー
ザーに操作方法での悩みを確認し、操
作方法を説明する

シナリオによってボットか人による対応の範囲は異なる
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ライブチャットサポートのメリット 

ここで、ライブチャットサポートツールを導入することにより得られるメリットに

ついて見てみる。メリットは、主に以下の3点が考えられる。 

① 迅速な対応による顧客満足度向上 

Web閲覧中に表示されたチャットウィンドウを介して問い合わせることで、顧

客は問い合わせメールアドレスやフォームが用意されたページを探して遷移す

る必要がなく、疑問を抱いたタイミングで即座にサポート担当者とコミュニ

ケーションし疑問を解消できるため、高い満足度が得られやすいと想定される。 

② 問い合わせ機会損失の防止 

顧客からの問い合わせは、重要な情報資産となる。特に前述のカスタマージャー

ニーの納入履行までの期間では、確度の高い見込客である可能性が高い。問い

合わせフォームなどへの導線の問題やユーザビリティが低いことにより、商品

／サービスに関する疑問が問い合わせに至らずにWebサイトを去られることは、

大きな機会損失となる。また、①にも関係するが、メールやWebフォームから

の問い合わせへの回答に時間や日数を要しているうちに、競合他社の商品／

サービスを購入されてしまう可能性が高まることも想定される。 

③ サポート業務の効率化 

メールサポートにおいても可能ではあるが、ライブチャットサポートでは、1人

のサポート担当者が複数の顧客と同時にやりとりすることが可能であり、また1

人の顧客からの問い合わせを複数のサポート担当者で共有することも可能であ

る。電話などの音声サポートの場合と比較すると、サポート要員を同時問い合

わせ数ほど貼り付ける必要がなく、また顧客の問い合わせの引継ぎもほぼリア

ルタイムで可能なため、双方の観点からサポート業務の効率化を実現できる。 
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第２章 カスタマーサポートツールとの関係と利用動向 

本章では、ITRが国内企業を対象に実施したカスタマーサポート関連ツールに関するアンケート調査
の結果を基に、カスタマーサポートツールとライブチャットサポートツールの利用動向について解説
する。 

ライブチャットサポートとカスタマーサポートツールの関係 

図4にカスタマーサポート業務全体のチャネルおよび機能を示した。図からも見て

取れるように、チャットは数あるカスタマーサポートにおけるチャネルのひとつに過

ぎない。また、チャットによるサポートは、Webサイトでのライブチャットサポート

ツールを利用したものだけではなく、FacebookメッセンジャーやLINEなどの、コン

シューマー市場で普及しているチャットアプリを企業が公式アカウントを介して活

用するものも含まれる。なお、多機能なライブチャットサポートツールでは、Webサ

イト上でポップアップからスタートしたチャットでのやり取りを、主要なチャットア

プリに引き継いで継続できるものも存在する。 

図4 ライブチャットサポートとカスタマーサポートツールの関係 

 

 
出典：ITR 
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カスタマーサポートでは、これまでも電話を主とした音声／会話による対応、メー

ルによる対応、FAQやサポートコミュニティによるセルフサービス型のサポート、

TwitterやFacebookの公式アカウントに寄せられた顧客の声に対するサポートなど、

さまざまなチャネルが存在する。また近年は、多くのコンシューマーが利用するス

マートデバイス向けアプリ利用中のトラブル対応などにおいて、アプリから問い合わ

せフォームやチャットを利用できるサポートも増えている。そして、これらの多様な

チャネルを横断して寄せられる問い合わせを運用管理するチケット管理、これまでの

問い合わせ履歴やCRMと連携した顧客分析、そして分析結果を活用した顧客のター

ゲティングなどが、統合されたカスタマーサポートツールが備える代表的な機能と

なっている。これらの機能の中で、ライブチャットサポートツールに関連する機能が

ターゲティングである。ターゲティングは、接客やサポートを要する場面において、

顧客からチャットで問いかけられる前に、能動的に問いかける際に活用される機能で

ある。高級デパートでの接客のように、優良顧客などをターゲティング機能で設定し、

その設定に基づいて「いつもありがとうございます。先日購入された○○の状況はい

かがですか？」などと話しかけるようなケースで活用できる。 

カスタマーサポートとライブチャットサポートツールの位置づけを整理したとこ

ろで、まず、国内企業におけるカスタマーサポート業務の実施状況および製品やサー

ビスの活用状況について調査した結果を図5に示す。 

カスタマーサポート業務のなかで、製品やサービスを活用して提供している企業の

割合が最も高いのは「メールサポート」であり約半数に上った。次いで「電話サポー

ト」（38.6％）、「FAQ」（34.0％）が、3割を超える企業において製品／サービス

を活用して提供されている。また、現在、実施中か未実施かを問わず、今後、製品／

サービスを導入して提供したいと考えている企業が2割を超えるサポート業務として

は、「ソーシャルメディア・サポート（App StoreやGoogle Playの評価／コメントへ

の対応）」「ライブチャットサポート（自社サイトにおけるチャットウィンドウのポッ

プアップ／顧客対応）」「チャットサポート（Facebookメッセンジャー、LINEなど

でのサポート）」「電話サポート」「ターゲティング」そして「チケット管理」があ

げられた。 
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図5 カスタマーサポートにおける各種業務の実施状況 

 
出典：ITR 

国内企業におけるカスタマーサポートツールの利用状況 

カスタマーサポートにおける各種業務の実施状況から、チャネルの拡充とともに

チャネルを横断したターゲティングやチケット管理を製品やサービスを利用して実

施したいという企業の意向が見てとれる。では企業ではどのような製品・サービスを

利用したいと考えているだろうか。ここで、各製品が提供している機能の範囲には違

いがあるが、前述の調査において、現在利用しているカスタマーサポートツールと今

後利用したいツールを尋ねた結果を見てみよう（図6）。 

（N=568）*1 App StoreやGoogle Playの評価／コメントへの対応
*2 自社サイトにおけるチャットウィンドウのポップアップ／顧客対応
*3 Facebookメッセンジャー、LINEなどでのサポート
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図6 現在最も利用している／今後最も利用したいカスタマーサポートツール 

 
出典：ITR 

現時点では、カスタマーサポートツールを利用していない企業は約4割存在するが、

今後も利用しないと考えている企業は約4社に1社まで減少すると予測される。現在、

企業で最も利用されているカスタマーサポートツールにあがったのはOracle社の

「Oracle Service Cloud（旧RightNow）」（16.5%）であり、次いでSalesforce.com

社の「Salesforce Service Cloud Einstein」（9.0％）、Zendesk社（9.0％）と続いて

いる。今後の利用意向では、4位のサイボウズのシェアが微増しているが、同社の「メー

ルワイズ」は、メールによる問い合わせ管理に特化したツールであることに留意され

たい。同ツールはサポート業務以外の営業案件となるメール問い合わせを、営業担当

者間で共有するという機能も備えている。前述のカスタマーサポートにおける各種業

務のうち製品やサービスを利用して実施しているものとしてはメールが最も多いこ

とから、カスタマーサポートツールも現時点ではメールの問い合わせ管理にとどまる

ものも少なくない。今後、こうした特定のチャネルに特化しているツールが、多様な

サポートチャネルを横断した運用管理が可能なツールへと機能拡張していくのかも

注視していく必要があるだろう。 
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第３章 導入・運用における留意事項 

本章も引き続きアンケート調査の結果から、ライブチャット／カスタマーサポートツールの導入・運
用に関する留意点について考察する。 

ライブチャットサポートツール導入検討時の重視項目 

最初に、ライブチャットサポートツールの導入検討時に重視した項目について見て

みよう。図7は、ツール導入時あるいは導入検討時に重視した項目について、「重視

（=5）」「やや重視（=4）」「ふつう（=3）」「あまり重要でない（=2）」「重視

しなかった（=1）」の5段階評価で尋ねた結果の平均値を示した。 

図7 ライブチャットサポートツール導入検討時の項目別重視度 

 
出典：ITR 

ライブチャットサポートツールの導入時に重視した上位5項目は、「機能の充足度」

（3.88）、「アプリへの組み込みやすさ」（3.87）、「コストの適切さ」「業務効率

の向上度」「セキュリティ」（3.77）となった。ライブチャットサポートツール特有
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のニーズである「アプリへの組み込みやすさ」は、チャネルとしてのスマートデバイ

ス向けアプリの重要度が反映された結果であると考えられる。 

ライブチャットサポートツール特有の課題 

第1章で述べたとおり、ライブチャットサポートツールの導入により、迅速な対応

による顧客満足度向上、問い合わせ機会損失の防止、サポート業務の効率化といった

点で大きなメリットが期待できる。しかし、ライブチャットサポートツールを導入す

るだけでは顧客満足度を向上させることはできない。 

ライブチャットサポートにおける問い合わせへの回答には、即時性が求められる。

チャットウィンドウ内で展開される短いテキストのやりとりの中で、顧客の課題を迅

速に把握し、最適な回答を提供することが求められる。メールでの問い合わせであれ

ば、内容により最適な担当者をアサインするまでの時間がいくらかは許されるが、

チャットでは、最初の担当者が答えられない場合は、迅速に適切な担当者へバトン

タッチしなくてはならない。電話サポートと共通する課題ではあるが、1次回答が可

能な担当者を増やすための教育や、エスカレーションの体制を整備することが重要と

なる。 

また、国内特有の課題かもしれないが、顧客がチャットサポート画面から急に問い

かけられることにまだ抵抗を感じる場面も少なくない。特に質問がないにも関わらず、

チャットウィンドウがポップアップし、ボットやサポート担当者から突然問いかけら

れることは、サイト閲覧の邪魔にもなりかねない。 

そこで、このようなライブチャットサポートツールに関して企業はどのような点を

課題としてとらえているのかについて、課題になっている点（複数回答）と最重要課

題（単一回答）を尋ねた結果を図8に示す。 
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図8 ライブチャットサポートツールで課題になっている点と最重要課題 

 
出典：ITR 

課題と感じている比率が最も高かったのは「専門知識がある担当へのエスカレー

ションが難しい」（38.5％）で、次いで「チャットで即時回答できるスキルがある要
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カスタマーサポートツール導入検討時の重視項目 

前述のライブチャットサポートツールと同様に、カスタマーサポートツールの導入

検討時に重視した項目について、重視度を示したものが図9である。上位5項目は、「基

本機能の充足度」（3.94）、「セキュリティ（個人情報漏洩対策など）」（3.85）、

「コストの適切さ」「業務効率の向上度」「品質改善度（顧客満足度向上など）」（3.74）

となった。カスタマーサポートツールでは、品質改善度や業務効率の向上度といった

導入目的に直結した項目とともに、ITソリューション導入時に検討される3大要素と

も言える「機能」「コスト」「セキュリティ」が重視されている。 

図9 カスタマーサポートツール導入検討時の項目別重視度 

 
出典：ITR 

顧客満足度改善への取り組み状況とカスタマーサポートツール 

ここで、少し変わった視点で重視度を見てみよう。前述の調査では、顧客満足度の

改善に向けた満足度計測状況とその結果の改善活動への反映状況についても尋ねて

おり、その結果をまとめたものが図10である。 
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最初に、設問にあるNPSについて解説する。NPSとはNet Promoter Score（ネッ

ト・プロモーター・スコア）の略で、顧客ロイヤルティ（企業やブランドに対する愛

着・信頼の度合い）を数値化する指標である。NPSは、「調査対象企業（製品／サー

ビス／ブランド）を友人や同僚に薦める可能性」に関して、0～10（0＝全く思わない

~10＝非常にそう思う）の11段階で回答された結果を基に算出している。9点以上を

付けた回答者を「推奨者」、7～8点を「中立者」、0～6点を「批判者」と分類し、回

答者全体に占める推奨者の割合（％）から批判者の割合（％）を引いた値が、NPSの

スコアとなる。NPS単体では顧客満足度の改善に向けた施策は見いだせないが、他社

とのベンチマークや自社ビジネス（売上げや会員数の推移など）との相関を分析する

ことで、改善活動の必須性や緊急度を検討できる。NPSは企業の業績と高い相関性が

あることから、顧客満足度の指標として注目されている。 

今回の調査では、顧客満足度の計測手法と改善活動への反映状況としては、「定期

的に顧客満足度（アンケート）調査を実施・分析し改善策を検討・遂行している」が

最も多く34.3%となった。また、NPSへの取り組みも比較的多く、「NPSと自社ビジ

ネスとの相関を分析・検証している」（29.2％）、「NPSを他社とベンチマークし、

改善活動に繋げている」（26.6％）となった。 

図10 顧客満足度の計測手法と改善活動への反映 

出典：ITR 
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顧客満足度改善活動レベルとカスタマーサポートツール導入時の重視度指数 

図10の満足度計測手法と改善活動への反映状況において、「満足度改善活動への優

れた活動の実施項目」とした4項目（赤線で囲った項目）に関して “3つ以上”実施して

いると回答した企業と、満足度“未測定”の企業（青線で囲った回答企業）との間に、

カスタマーサポートツール導入時に重要視する項目に違いが見られるかを示したも

のが図11である。 

全ての項目において、“3つ以上”実施している企業における重視度は、“未測定”の企

業よりも0.5ポイント前後高い結果となった。なかでも差が大きかったのは、「業務

効率の向上度」「マルチチャネル対応」「カスタマイズ性」の3つで、いずれも0.66

ポイント差となった。 

図11 顧客満足度改善活動レベルの違いによる導入検討時の重視度指数とその差 

 
出典：ITR 
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上”実施している企業において重視度指数が高かったのが、「基本機能の充足度」お

よび「可用性（システム／サービス停止の少なさ）」であった。 
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第４章 提言 

今回のアンケート調査において、約半数の企業がライブチャットを利用したカスタ

マーサポート業務に取り組んでおり、今後は約2割の企業が新たに商用ツール／サー

ビスを利用してライブチャットサポートに取り組む意向であることがわかった。同

ツールは、単体の製品／サービスとして導入／利用することが容易であることから、

本格運用を見据えてスモールスタートでテスト運用し、自社における効果や課題を検

証することが推奨される。特に、テスト運用の段階において、「専門知識がある担当

者へのエスカレーションが難しい」「チャットで即時回答できるスキルがある要員が

いない」「チャット対応要員が専任でなくオフラインの時が多い」などの課題解決に

向けて、サポート体制や運用ルール／教育体制を検討・整備していくことが望ましい。 

また、ライブチャットサポートは、音声通話、メール、FAQサイトをはじめとする

カスタマーサポートのチャネルのひとつに過ぎない。顧客の多くは、多様なデバイス

から、音声、メール、チャット、Web、ソーシャルメディア、アプリなど、複数のチャ

ネルを介して企業とコミュニケーションをとっている。カスタマージャーニーの各ス

テージにおいて、マルチチャネルでのマーケティング、営業、カスタマーサポートを

顧客データに基づいて提供することの重要性はさらに増している。また、顧客満足度

の改善への取り組みレベルが高い企業においては、「マルチチャネル対応」をより重

視しており、カスタマーサポート全体で、チャネルを横断して運用・管理していくこ

との重要性を裏付けるものとなった。今後のライブチャットサポートツールの新規導

入／移行においては、顧客満足度向上やサポート業務の効率化を視野に入れ、カスタ

マーサポートツールとの連携や統合計画も検討しておくことが推奨される。 

分析: 三浦 竜樹 
Text by Tatsuki Miura 
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調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

回答者プロフィール 

 
出典：ITR 

  

部門

業種従業員数

カスタマーサポートへの関与

99人以下
22.9%

100〜499人
25.9%

500〜999人
10.2%

1,000〜2,999人
14.3%

3,000〜9,999人
14.3%

10,000人以上
12.5%

(N=568)

37.9%

31.7%

12.3%

8.3%

9.9%

(N=568)

導入を決定する

製品・システムを評価・選定する

製品・システムを推奨する

導入や選定には関与していないが、カ
スタマーサポート業務を管理している

導入や選定には関与していないが、カ
スタマーサポート業務を行っている

情報システム部門
28.7%

総務部門 11.4%

人事・労務部門
3.9%

経理・財務部門
6.5%

広報部門
0.2%

経営企画部門
11.4%

業務改革・推進部門
2.1%

営業部門 9.0%

顧客サービス部門
5.6%

マーケティング部門 …

研究開発部門 8.6%

製造・生産部門
4.9%

物流部門 0.5% その他の部門
5.8%

(N=568)

製造業
30.1%

情報通信
13.7%

建設・不動産
6.0%

流通
9.9%

金融・保険
7.2%

サービス
21.3%

公務
9.5%

その他
2.3%

(N=568)

調査名：   カスタマーサポート関連ツールに関する調査 

実施期間：  2017年 3月 31日～4月 7日 

調査方法：  ITRの独自パネルを対象としたインターネット調査 

調査対象：  ECサイトおよび会員制Webサイトを提供している企業のカスタマーサポート 

関係者（業務部門および情報システム部門） 

有効回答数： 568件 
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