


課題と目標を確認
しましょう

チャットボット導入を検討するにあたって課題
と目標の確認は不可欠です。

まずは、「何」を「どう」したいのかしっかり
確認しましょう。

【現状の課題】

└どうして導入しようと思ったのか

【目標】

└何がどの程度の数値になれば成功となるのか

例）コールセンターの架電が〇％減少 など
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誰（どの部署）が使用するのか？

◼ サポート部

カスタマーサポート・コールセンター
◼ 社内問合せの対応工数削減

経理・総務・人事・情報システム
◼ WebサイトのCVR向上

企画・マーケティング

どこに設置するのか？

◼ 自社サイト
◼ 製品ページ
◼ LP
◼ 社内ポータル
◼ 利用中のシステム
◼ FAQページ

どうやって利用するのか？

◼ 完全無人運用

◼ 無人対応と有人対応の併用

etc…

etc…

etc…



チャットボット導入前に
確認すべきこと

具体的に記述すると、確認すべき点は以下の3点です。
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• 現状の課題を“定量化”できているか
• 対策するべき箇所が明確になっているか
• “回答”が用意されているか



現状の課題を“定量化”
できているか

チャットボット導入の効果を測定するためには、導入前と比較する必要があります。現時点での
資料を準備し、効果測定を正しく行うようにしましょう。

これができない状態で導入すると効果を正しく把握することができず、業務効率化に貢献してい
るチャットボットを解約してしまうかもしれません。

このように、成功させるには費用対効果を正しく判断できる指標を準備しておく必要があります。
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1,000件/月

1,000件/月

〇〇件/月

〇〇件/月

導入後導入前



対策するべき箇所が明確
になっているか

業務全体を細分化し、どの業務をチャットボットに担当させるのか、させたいこと・できること
を確認しましょう。

業務全体の中でも「対応業務」▶「対応業務」の中でも「定型化された問い合わせ」や「問合せ
メールの担当部署への振り分け」といったように、チャットボットで解決したい業務を明確化し
ておくことが重要です。
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困っていることをベース
に考えるとスムーズ！

近年のチャットボットは
できることがたくさん！



“回答”が用意されているか

チャットボットはあくまでも回答が用意されていなければ機能しません。

ここで必要なのは、「どんなことがよく聞かれるのか」「どんな回答ならスムーズにユーザーを
導くことができるか」という点です。

現状設置されいるFAQページがあれば、表示件数の多いFAQや逆に露出が少ないFAQなどを精査
し、回答が古くなっていないか、リンクは切れていないか等確認しましょう。
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情報が古くなっていないか、質問と
答えにズレがないか確認しよう！



目標に合わせたチャットボット
タイプを決めましょう

チャットボットは大きく
3つに分類されます。

求める機能を満たしている
か、何を優先させるかを確
認することが重要です。
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登録するFAQの件数によっては、必ずしもAIが
必要ないということも覚えておきましょう！

300件～

最適なチャットボット
タイプとは？
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ハイブリット型
機械学習+

自然言語処理機能搭載
AIチャットボット

•「提供しているサービスの幅
が広い」、「メーカーなど似
た商品が膨大にある」、「社
内の複数部署の問合せを扱
う」など、FAQの件数が300
件を超えてくる場合、機械学
習と自然言語処理を利用した
AIチャットボットが適切。

機械学習型
自然言語処理機能搭載
AIチャットボット

•一般的なサービスへの顧客か
らの問い合わせや企業内の1部
署に対する社員からの問い合
わせに対応する場合。
•ある程度内容が幅広く、人に
よって聞き方も異なるので自
然言語処理機能を搭載したAI
チャットボットが適切。

ルールベース型
AIなし

チャットボット

単品を扱うECサイトなど、ユー
ザーから寄せられる質問のパタ
ーンが多くない場合などは、AI
を搭載していないチャットボッ
トでも十分対応可能。

50～300件～50件

※あくまでも目安となります※エムキューブ運用実績からの算出



利用するツールが決定したら
いよいよ構築・運用！

￮ 準備したFAQのセット

￮ 営業時間変更・店舗増減などの情
報の更新

￮ リンクの更新

￮ 月々の値の確認

└起動率や直帰率、CV率など
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基本的に、チャットボットツールはあくまで「ツール」を提供するもののため、
実際に導入・運用するためには以下のことを念頭に入れておく必要があります。

※オプションで導入サービスを用意しているツールもあります

どの部署の誰が
担当する？

どのくらいのスパ
ンで測定する？

情報の更新ってど
うやるの？



導入後にみえてくる課題

導入段階で完璧なチャットボットだったとしても、
月日が経つにつれ情報は古くなってしまいます。

また、ユーザーが求める回答とズレが生じることも
多々あるため、メンテナンスは重要なポイントとい
えます。
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「導入したからおしまい」ではく、導入後もきちんとメンテナンスしましょう。

※オプションで導入サービスを用意しているツールもあります

どのくらいのスパ
ンで測定する？

情報の更新ってど
うやるの？



メンテナンスでよりユーザーに寄り
添うサービスが見えてくる
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チャットボットを導入すると、「問合せ」敷居が下がり、電話やメールでは得
られなかった”些細な問い合わせ”が増えます。

些細な
問合せ

表面的
な苦情

本質的
な苦情

現状の
問合せ

ユーザーの意見や気持ち

新しい意見
の蓄積

チャットボッ
トの見直し

メンテナンスにより
好循環をつくる！



リソースが不足していません
か？

エムキューブチャットボットサービスの
ご案内
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このようなお悩みござい
ませんか？
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一つ一つ調べる時間も
ないし、どのツールを
使えばいいのか迷う…

やりたいことは決まっ
たけれど、何を使えば
いいかわからない

自分たちがやりたいこ
とが実現できるか、あ
らかじめ確認したい

使い方をイチから覚え
る時間なんてないよ

導入したいがリソース
がない・・・



エムキューブなら、お客様のご希望や
ご予算を丁寧にヒアリングいたします
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ご予算 リリース時期

連携先

誰（どの部署）が使用するのか？
◼ サポート部

カスタマーサポート・コールセンター
◼ 社内問合せの対応工数削減

経理・総務・人事・情報システム
◼ WebサイトのCVR向上

企画・マーケティング

どこに設置するのか？
◼ 自社サイト
◼ 製品ページ
◼ LP
◼ 社内ポータル
◼ 利用中のシステム

どうやって利用するのか？
◼ 完全無人運用
◼ 無人対応と有人対応の併用

etc…

etc…

etc…

目的やターゲット、期待する効果など、さまざ
まな視点から適合するツールやシナリオをご提
案し、作成も承ります！！

CV
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膨大なチャットボットツールから
ピッタリなツールをご提案
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一口に「チャットボット」と
いってもタイプや機能は様々。
現在では80種類を超えるツ
ールがあるといわれています。



様々な特徴を持ったチャットボットを
ご紹介できます
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デザイン豊富！
画像や選択式の対話機能を搭載しているツール

オプションボ
タン設置

複数選択肢の
設置

ヘッダデザイ
ン自在

URLのボタン
化

（外部導線）

画像表示

外部リンクボ
タン

ユーザー特性に合わせた
他ソリューションとの連携実績が豊富！なツール

IVR（音声認識） 有人対応代行

コンプライアンス重視！
情報セキュリティーが万全なツール

• IPアドレスによるアクセス制限
• オペレーター支援機能として個人情報と思われる文
字列をハイライトする「個人情報検出アラート」機
能

• 取得したデータの保持期間を日数で指定し自動的に
削除する機能

自社開発だから！お客様要望に応じた
個別カスタマイズが可能！！なツール

その他にも多
数ございます



導入だけで終わらない！
安心の運用代行
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運用が不安でもご安心ください！

弊社にて「分析～データ追加」も実施！担当者様の負担を最低限に抑え
ます。
良い状態のチャットボットの継続利用が可能！

ちゃんと運用して
いけるかな・・。

レポートを見てもどこ
を

どう直していいのか
分からない…

似たような質問だと
正しく回答できない…

こうして欲しい！
要望も聞いてもらえるから

後は任せるだけ！！

他社様にはない弊社独自のサービスです！！

だから！
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【参考】ボット数の定義



チャットボットの種類
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チャットボットコンシェルジュでは下記のチャットボットタイプをご用意しております。

お客様のニーズに合ったタイプのご提案を致します。

※限定50社
※対象外のツールもございます。詳しくは担当者までお問い合わせください。

デモ作成
対応可

ご希望の
チャット
ボットで対応

可能！

導入費用

8万円から！

すでチャットボットを導入している、また導入が決
定しているチャットボットツールに対しても構築や
学習データの作成など対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください！

※

初期費用

無料
※




