
あらゆるチャネルから
顧客の声を分析し、経営に貢献

ベリントVoC分析ソリューション

企業が成長するためには、顧客の声を活用し、製品やサービスに
対する付加価値を企業戦略へ迅速に反映させることが重要です。
ベリントの VoC（顧客の声）分析ソリューションは、有益な情報を容
易に抽出することが難しい、構造化されていないビッグデータを全
社レベルで統合管理し、ツールを活用して分析することで、効果的
な意思決定のための重要な情報を導き出すことができます。これ
により、経営戦略に必要な情報を顧客の声から解明することを可
能にします。

顧客との通話応対や E メールなど、容易に集計できない非構造
データを各部署や情報源から収集し、ツールを使うことによってシ
ンプルな手段で統合的に分析することができます。さらに、顧客か
ら直接収集した情報だけでなく、Web やソーシャルメディア、さら
には社内情報までを対象とした分析を行うことで、早急に対応が
迫られる問題や市場動向をリアルタイムに把握できます。これらの
情報を企業戦略に活かすことで、ビジネスチャンスの拡大に貢献
します。

エンタープライズ インテリジェンス ソリューションズ

特長 導入メリット

顧客のニーズや期待を解明顧客のニーズや期待を解明

音声やテキストなど非構造化データが大量に含まれる

ビッグデータを統合的にマイニング

既知の課題の根本原因の分析既知の課題の根本原因の分析

課題や問題点の根本的な原因を解明し、解決策を発見

顧客トレンドの分析顧客トレンドの分析

潜在的な問題や顧客ニーズの変化を自動的に抽出

市場競争力の強化市場競争力の強化

顧客のニーズ、期待や不満など、顧客の本音を収集・分析

し把握することで、顧客中心型の企業戦略を確立

顧客満足度や製品･サービスへのファン意識の向上顧客満足度や製品･サービスへのファン意識の向上

顧客からの意見や要望をもとに製品の改良やサービスの
改善を行うことで顧客のニーズや期待に対応

コストの削減コストの削減

既知の問題、潜在的な課題を解決し、オペレーションの
効率化やビジネスプロセスの改善を推進



企業戦略への活用
企業では顧客とコミュニケーションを図る上で、電話やメールだけでなく、Web サイトの
書き込みやソーシャルネットワークなど、チャネルは多岐に渡ります。ベリントの VoC 分
析ソリューションを活用すると、これらすべてのチャネルから得た膨大な非構造化データ
を統合的に分析して、顧客が期待する内容や苦情に対する対応を企業戦略に反映するこ
とで企業力を高めることができます。

コンタクトセンター品質向上のための活用
従来、電話のみで応対を行っていたコールセンターは、E メールや Web 返答など、そ
の応対方法の拡大によりコンタクトセンター化が進んでいます。ベリントの VoC 分析ソ
リューションを活用することで、音声やテキストなどの顧客の声を統合的に分析でき、
コンタクトセンターに要求されるサービス品質の向上や製品の改良により、競争力の強
化に繋がります。また、コンプライアンスの遵守にも活用できます。

サービス満足度評価での活用
各支店でのサービスに顧客はどれくらい満足しているのでしょうか。最近来店された感想
など、個別のアンケート調査を行うことで、顧客満足度を評価し、顧客ロイヤルティを高め
ることができます。

マーケティングでの活用
マーケティングにおいては、顧客トレンドを把握するために、従来型のアンケート調査や
一部のサンプリング意見などに頼っているのではないでしょうか。正確に顧客トレンドを
把握するためには、多岐にわたるチャネルからあらゆる顧客の声を分析しなければなり
ませんが、予算を抑えながらこれを実現するのは至難の業です。ベリントの VoC 分析ソ
リューションを活用すると、すべてのコミュニケーションチャネルを通して迅速かつ効果
的に、顧客心理を探ることが可能です。これらの情報を活用することで、ブランド力の向上
やマーケットシェアの拡大を図ることが可能になります。

あらゆる顧客の声に耳を傾けることで、今後のビジネスチャンスを拡大する貴重なヒント
を得ることができます。製品やサービスに対して何を期待しているのか、何に不満を感じ
ているのかなどを正確に把握することができれば、お客様が感動する製品やサービスを
提供することができ、企業の業績を伸ばすことが可能になります。ほとんどの企業では、こ
の貴重な顧客の声の情報が各部署に分散されて保管されています。また、チェックシート
のアンケートのように集計が容易なデータのほか、顧客応対の音声やメール、あるいは
アンケートの自由なコメントのように分析が難しい非構造化データも大量に収集されて
います。さらに、最近では Twitter や facebook などのソーシャルメディアも普及し、顧客
心理を理解するためにはとても有益な情報源となっています。顧客の声を理解するため
には、これらのデータを統合的に分析する必要があります。ベリントの VoC 分析ソリュー
ションは、たとえ集計しづらい膨大なデータからでも、迅速かつ正確に顧客体験を向上さ
せる貴重なヒントを見出すことができるでしょう。ベリントの VoC 分析ソリューションを
活用し、顧客の期待値以上の体験を提供することで顧客に感動を与えることができれば、
顧客ロイヤルティを確固たるものにすることが可能になるのです。

感動を与える製品やサービスを提供することで、
顧客ロイヤルティを確立

いまやビッグデータである顧客の声は、様々な

種類・形式が含まれる非構造化・非定型的デー

タで、日々膨大に生成・記録されています。その

量は全体の 90％以上を占めています。さらに、

2015 年にはデータ量が 2008 年と比較して 30

倍に増えると予測されています。

（上図は IDCより参照）
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あらゆるメディアまたは特定のチャネルから、セグメント化された
顧客や社員の意見や要望を抽出・分析。

○ Eメール、携帯電話やソーシャルメディア、IVRによる調査の実施

Twitter や facebook およびソーシャルメディアモニタリングサー
ビスを利用して、顧客心理を把握。

○ ソーシャルメディアでの評価

Impact 360 ワークフォース最適化スイート との連携により、ベリントの VoC分析 ソリューションは、さらに全社レベルで以下
の内容をサポートします。

顧客の意見や要望などの情報を共有することで、顧客との信頼性
やビジネスの効率化を実現するオンラインコミュニティを確立。

○ オンラインコミュニティとの連携

通話録音の応対内容をもとに、顧客の架電理由、顧客の感情把握、
既知の課題やトレンドの把握、製品やブランドに対する評価を解
明。

○ 通話録音データの会話内容の感情分析

テキストベースでやり取りされる顧客との応対情報の分類や顧客
心理をわかりやすく見える化することで、顧客が経験する一連のプ
ロセスを把握。

○ Eメール、Webの書き込み、アンケート調査の分析

Impact 360 音声分析 は、顧客応対の通話録音データを分析する
ことで、コスト削減や売上向上および顧客サービス戦略の立案に
向けた対策を講じるための有益な情報を抽出することができま
す。また、既知の課題の根本原因や顧客トレンドを知るためのヒン
トを自動的に抽出する機能も含まれています。

Impact 360 音声分析

Impact 360テキスト分析は、書き言葉に特化して、顧客とのコミュ
ニケーションをはかるＥメールやウェブの書き込み、Twitter や
facebook などのソーシャルネットワークなど、社内外から集まる
膨大なテキストデータを、自然言語処理を利用して分析します。こ
れにより、顧客が何を考え、何を問題視しているかを把握するため
の有益な情報を抽出できます。

Impact 360 テキスト分析

Impact 360 IVRアンケート は、コンタクトセンターにおいて、IVR

（自動応答サービス）によるアンケート作業を実施することで、顧客
の視点から見た製品、プロセス、サービスなどの有益度を確認する
ことができます。また、顧客応対時のエージェントのパフォーマンス
に対する評価と顧客満足度も併せて収集することが可能です。

Impact 360 IVRアンケート

ベリントの VoC 分析ソリューションは、様々なビジネスの課題を解決するソリューションです。本ソリューションには以下の
製品群が含まれています。

Impact 360 エンタープライズ フィードバック管理 は、顧客アン
ケートやオンラインでのコミュニケーション情報を自社の顧客デー
タベースと連動させ、企業がターゲットとする顧客をセグメント化
することが可能です。特定された顧客に質問を投げかけ、Impact 

360テキスト分析と連動して顧客の声を分析することができます。

Impact 360 エンタープライズ フィードバック管理

顧客の声を活用し、企業力を強化

ベリントVoC分析ソリューション

Impact 360 ワークフォース最適化スイート との連携
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ベリントシステムズ（Verint Systems Inc.）
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びセキュリティインテリジェンス ソリューションの幅広い製品ラインナップは世界中の組織に利用され、
その音声、ビデオ、非構造化テキストといった複雑で十分活用されていない情報ソースの記録および
分析は時宜を得た効果的な意思決定に役立っています。ベリントのソリューションは、フォーチュン
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VoC分析ソリューションがあらゆる業種で効果を発揮

大手アパレル販売会社では、顧客満足度の向上や顧客から
の問い合わせ件数の削減を目的に、顧客が架電する理由
を VoC 分析ソリューションで検証しました。その結果、問い
合わせ件数が大幅に削減され、顧客満足度が向上しまし
た。また同時に、目的とは別にクロスセリングの重要性を見
出し、販売・サービス技術を強化することで、クロスセリン
グが 300% 成功し、収益を向上することができました。

売上の向上

グローバルに展開する決済サービス会社では、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
VoC 分析ソリューションで検証しました。解約理由の要因
を見つけ出し対策を講じることで、３か月間に 600 人以上
の顧客離れを防止し、170 万ドルの損失を防ぐことができ
ました。さらに、2 年間で 4,500 人以上の顧客維持に成功
し、1,250万ドルに相当する売上を上げています。

顧客ロイヤルティの向上

大手通信会社では、コンタクトセンターへの問い合わせ件
数を削減するために、VoC 分析ソリューションを活用して
問い合わせ内容を検証しました。検証結果から、効果的な
エージェント研修を実施することができ、高いサービス品質
を提供しつつ、最適な人員数を配置することが可能になり
ました。そして、１年間でおよそ１億 8,000 万ドルのコスト
削減を実現し、顧客満足度も以前と比べて 30% も向上す
ることができました。

顧客満足度の向上

大手生命保険会社では、コール量を削減するために、顧客
が架電する理由を VoC 分析ソリューションで検証しまし
た。顧客が何度も電話をかけてくる根本的な原因を洗い出
し、施策を行うことで、コール量を大幅に削減させていま
す。

コール量の削減

ベリントの VoC 分析ソリューションは、顧客とのコミュニケーションから得た膨大な情報を活用して、顧客のニーズや期待、不満

など、問題の解決策となるヒントを容易に抽出することができます。この結果を踏まえ、業務の見直しを行うことにより、あらゆる

業種の企業活動において、有益な効果を発揮します。

大手ネット銀行では、VoC 分析ソリューションを活用して、
ビジネスオペレーションの見直しを実施しました。煩雑な
パスワード認証プロセスに問題点があることを特定して改
善したところ、効率的なビジネスプロセスを実現し、改善後
１年間で 40 万ドルのコスト削減に成功しました。

ビジネスプロセスの改善

大手保険会社では、コスト削減を目的に VoC 分析ソリュー
ションを活用して問題を判別することで、問合せ解決のた
めの時間短縮を目的とした施策を行い、プロセスを効率化
しました。その結果 30 万フラン以上のコストを削減してい
ます。

コストの削減

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、ベリントの経験あるコンサルタントチームがお客様の業務とビジネスニーズを
理解し、目標に従って導入を成功に導きます。


