
Verint カスタマーエンゲージメント最適化

通話録音による法令順守への対応、応対品質管理による
エージェントのパフォーマンス向上を実現

会話音声分析やテキスト分析により、顧客動向や市場
ニーズの把握、コールリーズンの究明を実現

オムニチャネル顧客応対のナレッジ管理、ケース管理、
FAQ、Webセルフサービス等を実現

Verint ワークフォース最適化ソリューション(Verint WFO)

Verint 顧客分析ソリューション

Verint オムニチャネル顧客応対CRMソリューション
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●

●

特長

Verint  Customer Engagement Optimization ™

顧客との強い関係構築は、現在、競合との最大の差別化ポ
イントであり、組織にとって顧客ロイヤルティを築くために
は必要不可欠です。＊1

ガートナー社によると、グローバル1,000 の15％以上の組
織で、すでにカスタマーエンゲージメントへの取り組みが
始まっており、CIO( 改革担当責任者)、CEO、CIO、デジ
タルマーケティング責任者、CCO( 顧客担当責任者) などの
経営層がこれに取り組んでいます。＊2

ベリントのソリューションは、顧客との接点(タッチポイント)

だけのカスタマーエクスペリエンスの提供から、顧客が製
品やブランドのファンになるまでのカスタマーエンゲージメ
ント、顧客ロイヤリティの向上、企業力強化を支援します。

オムニチャネル対応のカスタマーエンゲージ

メントがビジネス成功のカギを握る

一貫性：　企業がサポートしている全てのコミュニケー
ションチャネルで一貫したカスタマーエクスペリエンスの
提供
継続性：　顧客の利用端末やチャネルが変わっても、継
続したカスタマーサービスの提供が可能
カスタマイズ：　個々の顧客のニーズを把握した上で、
顧客個別の状況に応じた対応が可能

カスタマーエンゲージメント最適化の要件
●

●

●

ソリューション構成

顧客が、直接、間接を問わず、特定の会社やブランドと関わる、その関係の深さを表す。カスタマーエクスペリエンス(顧
客体験)は特定された顧客との接点(タッチポイント)を指すのに対し、カスタマーエンゲージメントは、顧客との継続的な関
わりにより、製品やブランドのファンになってもらう過程を含んでいる。

カスタマーエンゲージメントとは: 
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＊1　市場調査会社フォレスターリサーチ社The Forrester WaveTM: Loyalty Program Service Providers, October 30, 2013. 
＊2　ガートナー社　The Four Attributes of Customer Engagement, October 1, 2013.



Verint カスタマーエンゲージメント最適化ソリューション
は、問い合わせの過程で顧客に回り道をさせてしまったよ
うな顧客行動や、不必要だったと思われるカスタマーエク
スペリエンスを特定し、マルチチャネルを利用する顧客や
従業員の情報を活用して、カスタマーサービスのプロセス
やシステムを変更することができます。これにより、顧客満
足度を高めつつ、無駄に費やしていた時間とコストを削減
できます。
また、顧客のケース(案件)をタイプや優先度に基づいて、
対応スキルがあり、かつ手が空いている専門の担当者に割
り振ることで、処理効率を向上させることができます。さら
に、応対や処理件数を分析することで、改善を続けるため
の貴重な情報を得ることができます。

業務プロセスの改善

カスタマーエンゲージメント最適化を実現するVerintソリューション

Verint カスタマーエンゲージメント最適化ソリューション
は、あらゆる顧客応対チャネルにおいて、カスタマージャー
ニーの細分化、目標の設定、そして追跡などを実施するた
めのサポートをします。それにより、優れたカスタマーエク
スペリエンス(顧客体験)や営業成果を導く顧客応対を強化
することができます。収集された会話音声を活用すること
で、ベリントのソリューションは、カスタマーエンゲージメ
ント(企業との強い繋がり)や従業員エンゲージメント(企業へ
の忠誠心)を効果的に高め、顧客との取引や応対すべてに
おいて顧客満足とロイヤリティを高める鍵が何かを見極め
るサポートをします。

顧客応対の強化

ベリントは、従業員の生産性を向上させるデスクトップアプ
リケーションを提供します。これにより、従業員はダッシュ
ボード画面一箇所からすべての顧客応対履歴、状況把握ス
キル、顧客関連情報にアクセスできます。
また、リアルタイムで表示される｢Next best action(次の最
適なアクション)｣のガイダンスを利用することで、電話、E

メール、チャット、そしてウェブセルフサービスなどで、素
早く効果的なカスタマーサービスを提供することができま
す。さらに、業務プロセスや負荷の調整は、日常業務を可
視化することで全社的な効率を向上させることができます。
この情報を利用することで、顧客応対や従業員の業務を分
析し、スタッフのモチベーションや帰属意識を高め、生産
性を評価し、コーチングの目標設定し、そして従業員のサ
ポート体制を向上することができます。
従業員のモチベーションを高め離職を防ぎ、生産性を向上
させることで、カスタマーエンゲージメントが向上し、高品
質なサービスを提供することが可能となります。

要員・組織の最適化
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Verint 顧客分析ソリューション

会話音声分析

・
 
・

・

テキスト分析

・
・

エンタープライズフィードバック管理

・

・

声紋認証／本人認証

・

エンゲージメント分析

・

録音された会話音声を音声認識し、話者分離して文字テキス
ト化、分類、分析まで一気通貫でカバー
通話内容と感情を分析し、コールリーズンの自動分類やコー
ルのトレンド、根本原因からビジネスチャンスを把握
聞くべくコールを自動分類することで、モニタリング工数の大
幅削減しつつ、顧客応対の改善ポイントを迅速にあぶり出し

書き言葉に特化して、広範なテキストデータを収集･自動分類
Ｅメールやチャット、ウェブの書き込み、ソーシャルメディア、
自由記述のアンケート、CRM顧客応対ログ等に埋もれた
VOCの可視化

アンケート配信・収集・集計の自動化より、顧客や従業員の
声をタイムリーに可視化
製品、サービス、チャネル、顧客セグメント毎細分化したア
ンケートの実施が可能

通話と同時に声紋で本人認証して、本人確認時間の削減しス
ムーズな顧客サービスを実現、詐欺・不正の防止にも効果的

複数チャネルの顧客データ収集、クロスプラットフォーム分析
などでカスタマージャーニー (顧客行動)や顧客満足度の動向
を可視化

Verint ワークフォース最適化
ソリューション

応対品質管理と通話録音

・

・

・
ワークフォースマネジメントと
ストラテジックプランナー

・
・

・

顧客応対における通話内容の録音と応対時の従業員のPC画
面録画を同時に実現
会話音声分析との組合せで、パフォーマンスやビジネスに影
響を及ぼす通話の自動抽出が可能
簡単にカスタマイズできる評価フォームで多角的な評価が可能

呼量予測に基づいたエージェントのスケジュール作成を自動化
業務負荷やサービスレベル等と従業員スキルに合った適材適
所のスタッフ配置
中長期のキャパシティプラン(要員計画)やシミュレーションにも
対応し、戦略的かつ最適な採用計画をサポート

個人やチームの成果と生産性に関する情報を提供し、処理能
力や正確さ、顧客サービスの向上を支援

トレーニングの自動化や簡易化を図る
個々のクオリティモニタリングの評価スコアとKPI を統合評価
し、必要なコーチングスケジュールなどをすぐに提供

連携していない画面間でデータコピーの自動化で事務処理ミ
スの削減
ワークフローの可視化や内部の不正行為を監視

パフォーマンスマネジメント

・

eラーニング&コーチング

・
・

デスクトップ分析(PC操作監視自動化)

・

・

Verint オムニチャネル顧客応対
CRMソリューション

従業員デスクトップ

・

ナレッジ管理とFAQ

・

ウェブセルフサービス

・
eメール、チャット、画面共有

・

スムーズかつ迅速な顧客応対を実現できるよう、既存のア
プリケーションを統合するブラウザを提供

問い合わせ内容に関連する情報の自動表示により、複数チャ
ネルの問い合わせにも一貫したサービス提供が可能

顧客自ら、ウェブ上で自己解決できるような情報提供が可能

迅速なEメール管理やオンラインチャットサービス、顧客と
の画面共有によるスムーズなサービス提供が可能
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顧客ロイヤルティ向上
グローバルに展開する決済サービス企業では、口座の解約
率を抑えるために最近解約された顧客との応対内容をVerint 

顧客分析ソリューション(会話音声分析)で検証しました。解約
理由の要因を見つけ出し対策を講じることで、最初の3ヶ月
で600人の顧客離れを防止し2億円の損失を防ぐことが出来
ました。さらに2年間で、4,500人以上の顧客維持に成功し、
12億円以上のROIを達成しました。

成約率の向上
大手アパレル企業では、顧客満足度の向上や顧客からの問
合せ件数の削減を目的に、顧客が架電する理由をVerint 顧
客分析ソリューション(会話音声分析)で検証しました。その結
果、問合せ件数が大幅に削減され、顧客満足度が向上しま
した。同時に、目的とは別にクロスセリングの重要性を見出
し、販売とサービスを強化した結果、クロスセリングが300%

成功し収益向上を実現しました。

顧客満足度向上
イギリスの銀行取引や証券サービスの大手プロバイダでは、
コンタクトセンターで顧客サービスや初回解決率を向上する
ために証券部門でVerint ワークフォース最適化ソリューショ
ン(応対品質管理・会話音声分析)を導入しました。銀行の中
で顧客満足度のスコアをあげるために、コールリーズンを把
握し、コール手順を効率化し、根本原因分析で応対品質の向
上を実現させています。

コンプライアンス強化と生産性向上
米大手BPO企業では、Verint ワークフォース最適化ソリュー
ション(デスクトップ分析)の導入により、従業員のPC画面操作
の分析・改善を行った結果、生産性が10%向上。業務アプ
リケーションを規定どおり正しく利用することで、20%有効活
用が可能になりました。さらに要員のキャパシティと潜在能力
を改善でき、1200万円のコスト削減を実現しました。業務量
の平準化にも成功し、従業員満足度も向上しました。

コスト削減とオムニチャネル顧客応対
500万以上の顧客(一般家庭・企業)へ電気・ガスを供給する
欧州のエネルギー供給会社では、コストを削減し、顧客体験
を改善するためにオムニチャネル顧客応対CRMソリューショ
ンを導入。1日15万件のコールが25%削減し、メールでの問
合せ件数が40%削減。新しい従業員のトレーニングコストは
50%に削減し、全体の運用コストを60%削減することに成功
しました。

ナレッジ管理の強化
75万人の市民と41の孤立した管理部門が存在する欧州の地
方自治体では、市民向け各種サービス・手続きをより効率的
にサポートすることを目的にオムニチャネル対応顧客応対
CRMソリューションを導入しました。Webのセルフサービス
利用率が400%に増え、コンタクトセンターへの問合せ件数
が50%削減されました。問合せの平均通話時間も40%削減
し、市民の満足度が15%向上したという結果が出ています。

成功事例

ベリントシステムズ（ Verint Systems Inc. ）

ベリントシステムズジャパン株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1 
NK真和ビル8F
TEL : 03-6261-0970
al_japansales@verint.com

http://www.verint.co.jp/

ベリントシステムズ（NASDAQ:VRNT）は、アクショナブルインテリジェンスのグローバルリーダーです。情報量がダイナミックに増大する今日において、アクショナブルインテリジェンスは必要
不可欠です。ベリントのソリューションを活用し、企業や組織が鍵となるような重要な知見を手に入れることで、様々な問題を予測し、向き合い、適切な対応が可能となります。そしてこの確か
な情報に基づき、効果的かつ状況に応じた判断を下すことが可能です。ベリントはアクショナブルインテリジェンスを活用してスマートな世界を実現することをビジョンとして掲げ、フォーチュン
100企業の80%以上を含めた180ヶ国以上10,000を超える企業や団体が、ベリントのソリューションを導入しています。

Verint Systems Inc.は、本資料の配布にあたり、記載内容の正確性あるいは完全性に関して一切保証するものではなく、予告なしに内容を変更する場合があります。本資料に記載されている 
Rまたは TMの記号が付与されているものは、 Verint Systems Inc.あるいはその支社の商標または登録商標です。その他の記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商
標です。本資料の無断複写・転載を禁じます。 © 2015 Verint Systems Inc.  All Rights Reserved Worldwide.

VoC活用のコンサルティングサービスをご提供します
ベリントは、お客様に最大限の投資効果を得ていただくために、コンサルティングサービスをご提供します。導入、カスタマー
サポート、アプリケーションコンサルティング、トレーニングなど、弊社の経験あるコンサルタントチームが御社の業務とビ
ジネスニーズを理解し、目標に沿って導入を成功に導きます。

Verint カスタマーエンゲージメント最適化ソリューションで、あらゆるビジネス課題を解決！
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