
  

顧客サービス向け Microsoft Dynamics 365 

 

どこからでも 

顧客をサポート 

デジタルの世界がますますつながりを深める中、顧客のブランドに対するエンゲージ

メントのあり方は変貌を遂げました。製品やサービスがコモディティ化された現代に

おいて、企業は競争上の主要な差別化要因として顧客エクスペリエンスを重視してい

ます。顧客サービスの組織は、一貫したエンゲージメントで他社との差別化を図ろう

とする企業の取り組みにおいて、中心的な役割を果たします。 

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service は、セルフ サービスと支援サービスのあ

らゆる組み合わせにおいて、一貫したエクスペリエンスを実現するオムニチャネルを

サポートしています。Microsoft ではセルフサービスや P2P のコミュニティ サポート向

けに堅牢なポータルを提供し、人間的な触れ合いを感じさせるエージェントの対応

や、現場での助けを必要とする場合のフィールド サービスへのシームレスな移行を実

現します。Microsoft の顧客サービス ソリューションにより、エージェントは必要なあ

らゆるリソースを利用できるようになり、迅速かつ効果的な顧客サービスの提供を実

現します。Microsoft は組織内のあらゆるレベルの従業員を、各自の役割に関連するイ

ンサイトを提供することで支援します。これにより、社内の全員がビジネスの成果に

ポジティブかつ意義のある影響を及ぼすことができるようになります。 

 

 

  
「熱心なファンの存在は、チームすべ

ての原動力となっています。収益を増

やすには、価値を高めるよりほかに方

法はありません。そのためには、より

優れたエクスペリエンスを提供するし

かありません。」 

 
Scott Loft 
チケット販売、顧客維持およびデータベース

運用部門副社長 

Oklahoma City Thunder 

主なメリット 
 

 
消費者の 91% は、説明の手間がかか

らないコミュニケーションを提供する

ブランドに対し、ロイヤルティを維持

します。1 

ロイヤルティを獲得する 

カスタマー ジャーニーの全体にわたり、あらゆるチャネルやデ

バイスを通じてパーソナライズされた顧客対応を、コンテキス

トに応じて提供することにより、ブランド ロイヤルティと支持

を高めます。 

   

 単一のアプリケーションを使用して、

サービスに関する問い合わせに対応でき

たサービス組織はわずか 4% でした。2 

エージェントを支援する 

単一のアプリケーションからいつでも操作できるツールを使用

して、よりパーソナライズされたサービスを効果的な水準で提

供するのに必要なあらゆる支援をエージェントに提供します。 

   

 

世界の消費者の 77% が、顧客にプロ

アクティブなサービス通知を提供するブ

ランドをより好意的に捉えています。3 

俊敏であり続ける 

急速に変化する顧客とブランドのニーズを予測する実用的なイ

ンサイトにより、イノベーションのスピードに適応します。 

 

 

 

1. Corporate Executive Board (CEB)「ロイヤルティ曲線の移動: 顧客努力の軽減によるロイヤルティ毀損の緩和」 

2. Kate Leggett、インテリジェントな顧客サービスの使命、Microsoft 委託の調査レポート、2015 年 12 月 

3. 顧客サービスのグローバル状況レポート (2016 年) 
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主な機能 

 

オムニチャネル 

により、あらゆるデバイスのチャネルにまたがったエンド ツー エンド

のサービス エンゲージメントが実現します。統合プラットフォームが

コンテキストと統一性を維持し、顧客努力を最小限に留めるパーソナ

ライズされたサービスを提供します。 

• 顧客対応の全履歴や好み、そしてサード パーティのアプリケーショ

ンから得られた関連情報などを総合し、顧客の全体像を完成させます。 

• 複数のチャネルや顧客対応をまたいで共有された顧客情報を総合し

ます。これにより、チャネルの数や種類を問わず、またチャネルの活

用が単発のサービス リクエストか、または顧客ライフタイム全般にわ

たるものかにかかわらず、一貫したエクスペリエンスを実現します。 

• リアルタイムのインサイトや、SLA のタイマーおよび権利をエー

ジェントに提示して、すべての顧客対応のパーソナライズとコンテキ

スト化を実現します。 

 
• 機械学習のシナリオがソーシャル メディアの投稿に込められた感情と意志を検知し、サポート案件を自動的に作成してルー

ティングを実施します。 

• チャットおよびブラウザ共有で、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを実現します。 

• ドラッグ アンド ドロップの調査デザイナー、テーマ エディター、そして豊富なデザイン ロジックにより、複数の配信メカニ

ズムを利用してパーソナライズされた調査を作成できます。 

• CTI フレームワークと関連するいくつかの統合およびアダプターは、現在市場でご入手いただけます。 

 

 

セルフサービスとコミュニティ 

顧客の多くは、自分自身で疑問を解決したいと考える傾向にあります。Facebook のようなサー

ド パーティ サイトを介したリソースの参照など、セルフサービスとコミュニティのオプション

により、顧客の自己解決を支援します。パーソナライズされたブランドのエクスペリエンスに、

整理され検索可能なナレッジベースを活用します。これにより一貫性のある最新の解答や、ピア 

ツー ピア サポートのためのコミュニティ エクスペリエンス、そして各分野の専門家による直接

対応やアイディエーションを実現します。 

 
• サポート案件のデフレクション機能や、コミュニティのディスカッション フォーラム、そし

てブログ プラットフォームによる直感的なナビゲーション 

• オプションのフェデレーション検索により、関連するナレッジベースの記事やソーシャル メ

ディアの投稿、ブログのあらゆる組み合わせにおける検索結果を表示 

• コミュニティ スレッドを自動的にサポート案件へのエスカレーションを実施する機能 

• モバイル デバイスに最適化されたレスポンシブな設計 

• セルフ サポートからアシスト サポートへのシームレスな遷移 

• すぐに利用可能な構成に加えて、管理者は簡単に使用できるツールでカスタマイズされたエンティティを作成で

き、また一連の豊富な SDK により開発者は簡単にアプリを構築することも可能 

• ポータルは CRM の認証、セキュリティ、ユーザーの役割や権限、そしてさまざまなプロバイダーを通じたローカ

ル認証またはフェデレーション認証を活用。 
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エージェントの支援 

デスクトップとモバイル デバイスのどちらから利用して

も変わらない、統合されたエクスペリエンスでエージェン

トを支援します。エージェントはさまざまな環境の下、必

要なあらゆる情報ソースにアクセスでき、よりパーソナラ

イズされたサービスを効果的な水準で提供します。 

 
• 次の最善手を導くよう最適化された動的インターフェイ

スが、ツールやガイダンス、データ (サード パーティのア

プリケーションから得られた情報やアセットを含む) を、

顧客対応の全体を通じ、コンテキストに応じてエージェン

トに提供します。 

• トピック分析と機械学習シナリオにより関連のある記事

やサポート案件を表示し、エージェントがより早く問題を

解決するよう支援して、初回解決率を向上します。 

• ビジネス プロセスとワークフロー、統合されたナレッジ、SLA、エージェント スクリプト、エンタイトルメントおよび

レコメンドにより生産性を向上します。 

• エージェントと社内外にいる特定分野のエキスパートをコラボレーション ツールでつなぐことにより、問題を迅速に解

決してエスカレーションを回避します。 

• 状況依存のガイダンスを提供して、新規ユーザーによるアプリケーションの操作と役割に固有のタスクの実施を支援し

ます。 

• 優れた行動へのゲーミフィケーションでの報奨により、パフォーマンスの改善と生産性の向上を実現します。 

• 他のチャネルでは対応ができない場合には、お客様へ直接サービスを提供します。作業指示が完了するまでのサポート

案件の管理全体にわたり、単一のプラットフォームで顧客およびフィールド サービスに対応します。 

 

ナレッジ 

統合されたナレッジが、複数のチャネルおよび LOB にわ

たり統一された見解を提供します。ナレッジベース管理

者は複数のソースからコンテンツを取り込んだり作成し

たりすることができ、承認されたワークフローは精度が

維持され、リスクが軽減されます。 

• 簡易作成機能により、SME およびエージェントはコン

テンツを即座に作成して承認ワークフローへと回すこと

ができます。 

• コミュニティをソースとしたナレッジ強化シナリオによ

り、独自のナレッジベースを構築する 

• 画像や動画などのリッチ メディアを使用し、初回解決

率を向上します。 

• 記事に定期的なレビューを実施するようスケジュールを組んだり、記事の掲載期限を設けたりできます。これにより、

最新のコンテンツの掲載を常に徹底することができます。 

• 製品や顧客権利、その他の顧客またはアカウント データの関連ナレッジ記事により、検索機能と発見可能性を強化します。 

• ナレッジ記事はモバイル デバイスに最適化されており、エンド ユーザーはコンテンツについて格付けによるフィード

バックを提供できます。 

• ナレッジ分析が記事の有効性を高めると共に、調整や増強の対象となり得る領域を特定します。 
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サービス インテリジェンス 

適切なデータは組織内のすべての役割を強化

し、ビジネスの成果にポジティブな影響を及ぼ

します。強力なデータのビジュアル化機能によ

り、インサイトがインタラクティブ  ダッシュ

ボードを通じて表示されます。Microsoft のソ

リューションは、組織のプロアクティブな対応

や、サービスのニーズの予測および先取りに必

要となる情報で組織を支援します。 

• ロール別ダッシュボードがビジュアル  ユー

ザー インターフェイスを通じて、過去のデー

タとリアルタイム データを提供します。 

• インタラクティブ チャートを通じてデータを

掘り下げ、サード パーティ アプリケーション

から取得したデータを含めて、より高度なビジ

ネス インサイトや分析、探索を実現します。 

• 自然言語機能を利用して、即座に新しいレポートと視覚化を提供します。 

• サービス インテリジェンスを使用して、クロスセルまたはアップセルの機会の特定、What-If シナリオの検討、サービス 

メトリックおよびパフォーマンスの改善、そしてベスト プラクティスの特定を実現します。 

• 貴社のビジネスに特化して調整された、カスタム KPI およびメトリックに基づいたレポートを実行します。 

 

 

 

 

 

 

準備はできましたか 

顧客サービス向け Microsoft Dynamics 365 

でつながりましょう 

 

Microsoft Dynamics 365 の無料試用版にサインアップして、

30 日間無料のインテリジェント顧客サービス ソリューショ

ンをお試しいただけます。Dynamics 365 の機能をご確認く

ださい。 

 

今すぐ試す 

 

 

 

 

 

 

詳細については、次のサイトをご覧ください:  

https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/customer-service  
 

https://aka.ms/dynamics365trial
https://aka.ms/dynamics365trial
https://aka.ms/dynamics365trial
https://aka.ms/dynamics365trial
https://aka.ms/dynamics365trial
https://aka.ms/dynamics365trial
https://aka.ms/dynamics365trial
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