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カスタマーエクスペリ
エンスの向上において
企業に求められる能力
がグローバルレベルで
大きく変化しようとし
ています。
カスタマーエクスペリエンスについての戦略や取り組みでいま
だ多くの企業が苦労している状況にあって、直観に訴える、シー
ムレスでセキュアなカスタマーエクスペリエンスを将来にわ
たって提供し、顧客満足度を持続的に向上させていくにはどう
すればよいのでしょうか。それが問題です。

Forrester社による最近の調査によれば、2016年から 2017年
にかけて、米国の企業、314社でカスタマーエクスペリエンス
の質が低下しているといいます 1。Forrester社のシニアアナリ
スト、Rick Parrish氏は次のように述べています。「順位を上げ
て上位ランキングにランクインした企業は一社もありませんで
した。ランキングが上がり続けている企業も全く存在しません。
ランキングポイントの下げ幅は、その上げ幅の 2倍にもなりま
す」

ECサイトを利用する顧客の数が急激に増加することによって、
カスタマーエクスペリエンスの質の低下に拍車がかかる恐れも
あります。たとえば、Forrester社は、今後 10年でオンライ
ンストアの利用者がさらに 2,600万人増加すると予想していま 
す 2。これが現実になるとすれば、その市場シェアの確保に向
けて新たなWebサイトやモバイルアプリ、決済ゲートウェイ、
物流システムなどが大量に必要となり、これらの開発、テスト、
展開を行わねばなりません。 

モバイル、ビッグデータアナリティクス、機械学習など、カス
タマーエクスペリエンスの向上に欠かせないイノベーションを
活用してビジネスを優位に進めることのできる企業は、最も大
きな市場シェアを獲得するでしょう。反対に、これができない
企業の場合、シェアを得るのは困難です。

このような機能を開発する際に、その成否を左右する要素は何
でしょうか。それは企業ネットワークにほかなりません。

「今後 10年でオンラインストアの利用者がさらに 2,600
万人増加すると予想される」

成熟期に入ったネットワークの仮想化
ネットワークの仮想化はクラウドから始まりました。オンプレ
ミスのハードウェアの大部分が、すでに仮想クラウドインフラ
ストラクチャに置き換わっています。それどころか、今やクラ
ウドは、世界中の企業にとって標準のサービスデリバリーモデ
ルとなっています。

これをさらに進化させたのが、Verizon の VNS（Virtual 
Network Services）や SD-WAN（Software Defined Wide 
Area Networking）です。VNSや SD-WANを導入すれば、
事業運営の強化が実現します。ネットワークの展開、データの
セキュリティの確保、脅威への対処が可能であるほか、機械学
習やコラボレーションの機能も備えているため、カスタマーエ
クスペリエンスの向上に大きく貢献します。

一方、VNSを利用すれば、WANのルーティングやセキュリティ、
WANの最適化などのサービスを仮想化して、単一用途のハード
ウェアへの依存を減らすことが可能です。これらのサービスは、
Verizonのエキスパートのサポートを受けながら、時間をかけ
ずに、VNSで展開できます。

また、VNSは、柔軟性にも優れています。広範な展開モデルや
運用モデルに対応しており、オンプレミス、クラウドのどちら
でも展開できるほか、セルフサービス、完全管理のどちらの運
用もサポートします。

ITチームの作業を簡素化するために、VNSでは、標準化され
たビルディングブロックのセットを利用します。これらのビル
ディングブロックには、クラウドにホストにされるインフラス
トラクチャの耐障害オプションや一元管理ツールなどがありま
す。ビルディングブロックは事前検証済の状態で提供されます
が、必要に応じて、クライアントアプリケーションでさらに検
証を行うこともできます。

Verizonの VMSでは、その一元管理機能は、サービスのプロ
ビジョニング、テスト、連結、管理ができるソリューションと
して設計されています。

金融、メディア、小売、製造、石油・ガスなど、さまざまな業種で、
Verizonの顧客はカスタマーエクスペリエンスを向上させてい
ます。ただし、求められる要件は業種ごとに異なります。
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業種別に見る Verizon
の VNSを利用したカス
タマーエクスペリエンス
向上の事例

金融サービス
金融サービス業界では今まさに、カスタマーエクスペリエンス
が大きく変わろうとしています。顧客ロイヤリティや、商品開発、
物理的なロケーション、サービスデリバリーと、これらの領域
においてカスタマーエクスペリエンスの向上を実現する ITの能
力について、これまでのような捉え方はできなくなってきてい
ます 3。
VES（Verizon Enterprise Solutions）のデジタルトランス
フォーメーション担当エグゼクティブコンサルティングパート
ナー、Gabriel Schildは次のように語っています。「金融の性質
そのものが変化しつつあります。フットワークの軽い新興の企
業が従来よりも早く市場に現れて、既存の企業からシェアを奪っ
ているのです。今や顧客は、ビジネスでもプライベートにおけ
るデジタルでのやり取りと同じような形態の取引きを求めるよ
うになっていますが、これらの企業は、このような顧客の要求
に応られるサービスを提供しています」 
さらに別のプレッシャーもあります。顧客からの要求が増える
一方で、情報の扱いに関する法規制の大幅な変更にも対応が必
要になっており、この結果、銀行、保険会社などの金融機関は、
カスタマーエクスペリエンスを向上させるうえで、従来よりずっ
と進化したソリューションを実現しなければならなくなってい
ます。これまで以上に威力を増し複雑化しているサイバーセキュ
リティの脅威から情報を保護しつつ、透明性も確保して、コン
プライアンスを維持することが求められているのです。
VNS SD WANなら、これらの課題の多くを解決できます。優
れた対障害性、パフォーマンス、透明性、セキュリティを実現
しており、クラウドサービスの利用も可能です。これらにより、
カスタマーエクスペリエンスの向上に寄与する確かなソリュー
ションとなっています。
Verizonのソリューションアーキテクトの一人、Paul Berry
は次のように述べています。「VNS SD WANを活用すれば、
ネットワークリソースの利用効率を大幅に高めることができま
す。これにより、Eコマースやオンラインバンキング、モバイ
ルバンキング、資産運用、顧客コミュニケーション、HTTPイ
ントラネットなどのアプリケーションにおいて、その耐障害性
とスピードが向上します。セキュリティ機能も含め、VNS SD 
WANでは、透明性や制御性を確保するための機能を提供してい
ますが、これらは他に類のないソリューションとなっています」
そして、Schildがこう付け加えます。「どこにいてもネットワー
クにつながるようになるので、チャネル、デバイス、エンドポ
イントを問わず、最終プロセスで均一のカスタマーエクスペリ
エンスが実現します。」

VNSのメリットはこれだけではありません。企業がカスタマー
エクスペリエンスの向上を実現する金融サービスシステムをテ
ストおよび管理する場合、またはガバナンスやコンプライアン
スの要件を満たすうえでも VNSは強みを発揮し、強力にサポー
トします。
オーケストレーション機能により、迅速な仮想サービスのオン
ボーディングやカスタマーエクスペリエンスサービスの自動化
が実現するほか、Verizonのグローバル統合アーキテクチャを
通じて、カスタマーエクスペリエンスアプリケーションの包括
的な管理も可能になり、管理性が強化されます。また、SLA（サー
ビスレベルアグリーメント）の内容も充実しているので、コン
プライアンス要件が複雑になっていくなかでも状況を正確に把
握できます。

銀行、保険会社などの金融機関は、カスタマーエクスペリ
エンスを向上させるうえで、従来よりずっと進化したソ
リューションを実現しなければならなくなっている

小売業
消費者から大きな反発のあったリテールアプリの利用がようや
く活発化し始めています。Forrester社では、オンラインスト
アの利用者の数が 2020年までに 2億 7,000万人に達すると
予想しており、その主な要因として、モバイルデバイスを通じ
た購買行動を挙げています 4。 

このような状況により、流通小売業界の事業においては、ネッ
トワークサービスとネットワークセキュリティサービスの機能
が特に重要になっています。VNSは、優れた耐障害性とパフォー
マンス、迅速なセットアップと変更を可能にして、アプリケー
ションの開発を支えます。これらの実現なくして、顧客の手元
にアプリを届けることはできません。スマートフォンにアプリ
を実装することすら、ままならなくなるでしょう。
また、小売業では、コスト効率や柔軟性といった要素も考慮さ
れるようになってきており、これまでは、減価償却期間が 3年
から 5年程度の固定資産となるハードウェアの使用が重視され
てきましたが、現在では、Software Defined Networkの登場
により、使用量をベースに料金の決まる運用コスト型サービス
の利用が主流になっています。
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消費者の購買アプリ利用のピーク時にはネットワークの規模を
拡張し、消費者の購買行動が落ち着いた時点で元の規模に戻す
ことができるという点で、VNS SD WANは画期的なソリュー
ションといえます。ホリデーシーズンの季節需要などの対応で、
より一層効果を発揮する機能です。
VNS SD WANは、実店舗での商品の販売でもカスタマーエク
スペリエンスに影響を及ぼします。販売期間や販売場所を限定
した特定商品の需要に対応するポップアップストアや短期リー
ス契約の店舗を立ち上げる際に、展開の期間を短縮することが
できます。また、小売業者は従来のように、コミュニケーショ
ンツールや POS端末、双方向デジタルサイネージの利用に必
要な通信回線の開通で何か月も待たされることがありません。
VNSの導入により、これらのサービスをこれまでよりも早く利
用できるようになるので、市場の要求により迅速に対応できま
す。
これが可能になるのは、VNSでは、ネットワークインフラスト
ラクチャのプロビジョニングにおいて、コストベースの在り方
が変わるためです。低コストのブロードバンド接続とネットワー
クの仮想化を組み合わせて利用できるので、新たなサイトへの
サービスの展開が容易になるほか、設備投資を抑えながら、よ
り迅速にセキュリティを確保することが可能になります。
VNSでは、従業員同士のコミュニケーションを促進するオプ
ションも用意されています。コミュニケーションが向上すれば、
顧客対応の質も上がります。「Verizonの UCCaaS（Unified 
Communications and Collaboration as a Service） オ
ファリングは、顧客に直接働きかけるタイプのアプリケーショ
ンではありません」と、Verizon Solutions の Advanced 
Communications担当エグゼクティブ、Mathew Wellsは語
ります。「このソリューションは、従業員同士の迅速かつ効果的
なコラボレーションの実現を通じて、質の高いカスタマーエク
スペリエンスを生み出します」  
「顧客が何かの商品について店舗の販売スタッフに質問をした
とします。販売スタッフはどう答えたらよいのかわかりませ
ん。このままでは、商談を失ってしまいます。しかしここで
UCCaaSがあれば、スタッフは自分のスマートフォンからビデ
オコールやメッセージングサービスチャットを通じ、別の店舗
にいる商品に詳しい人間に助けを求めることができます。この
機能は、パブリックインターネット上で、VPN-lessコネクショ
ンを用いて機能します。コネクションは、UCCaaSクラウドと
エンドポイントのあいだで暗号化されます。販売スタッフは質
問に回答でき、顧客は満足して、おそらく商品を購入するでしょ
う」

VNS SD WANでは、販売期間や販売場所を限定した特
定商品の需要に対応するポップアップストアや短期リース
契約の店舗を立ち上げる際に、展開の期間を短縮すること
ができる

メディア
メディア業界では、あらゆる規模、形態の企業が、業界で生き
残り、業績を伸ばしていくために、スピードとコラボレーション、
強力な顧客エンゲージメントの能力を必要としています。しか
し、このような要件が求められる状況では多くの場合、その裏に、
最適化されていないシステムの存在があり、要件の実現を妨げ
ようとしています。
「アプリの開発者が開発中にネットワークについて考えることは
めったにありません」と、Paul Berryは述べています。「開発
者はまるで LAN（ローカルエリアネットワーク）回線を使った
運用を想定しているようなアプリを開発します。通常、LANは
WANとくらべ、使用できる帯域幅もリソースも多くなっていま
す。その結果、多くの場合、出来上がったアプリは全くもって「お
しゃべり」なアプリになってしまいます。必要のない大量の通
信が回線上を行き交うことになるのです。それでも、開発者は
おそらくその状態を放置して何もしないでしょう」
そこで、VNS WAN Optimizationを使います。このソリュー
ションは、トラフィック内にあるキャッシュできるコンポーネ
ントを識別し、リソースを開放して、顧客やコラボレーション
に影響する重要なアプリケーションの動作を速くします。重要
性の低いアプリケーションやタイムリーな処理を必要としない
アプリケーションを事実上「追い出し」、アプリケーションの優
先順位付けを行うのです。

VNS WAN Optimizationの機能を使用すれば、顧客や
コラボレーションに影響する重要なアプリやタスクを、カ
スタマーエクスペリエンスの観点からみて重要性の低いア
プリやタスク、タイムリーな処理を必要としないアプリや
タスクよりも優先させることができる

ネットワークを介して、顧客とビデオ会議を始めようとしてい
るとします。それと同時に誰かが大容量のファイルをダウロー
ドしようとしたとします。VNS SD WANがあれば、ファイル
のダウンロードよりもビデオ会議の処理を優先させることがで
きます。ファイルのダウンロードについては、その処理をほか
の回線に切り替えるなどします。これにより、会議システムが
ダウンしたり、遅延が発生したりして、顧客を不快させるよう
な事態を回避できます。
しかも、期待できる効果はこれだけではありません。B2B、
B2Cの形態を問わず、オンライン広告やセールス、顧客関係管
理、コンテンツ管理、コンテンツプロバイダー関係管理、コン
テンツ配布インフラストラクチャおよびプラットフォームサー
ビス（例：Verizon Digital Media Services）、ストリーミン
グホストの機能を利用する場合にも、VNSからメリットを得ら
れます。
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製造業、鉱業および運輸業
重工業のような分野は、カスタマーエクスペリエンスのユース
ケースとは最も縁遠い存在と思われるかもしれません。しかし、
従業員を内部サービスのユーザーと捉えれば、従業員もまた、
カスタマーとなるのです。
Paul Berryは次のように述べています。「製造業、鉱業および
運輸業の組織には、VNS SD WANへと移行すべき理由が数多
くあります。これらの組織はいずれも、ITリソースの統合や連携、
コスト効率の向上を必要としています」  
アプリケーションのタイプや回線のパフォーマンスに応じて複
数の回線を切り替え、ネットワークの負荷を処理できれば、従
来のネットワークに見られた「鈍い」動作を排除することがで
きます。また、ネットワークハードウェアを統合、標準化して、
複数の機能を単一のハードウェアで動作させることも可能です。
加えて、人や機器、配送の追跡に RFタグや IoTが導入される
ようになれば、VNS SD WANは、さらに多くの効力を発揮す
るようになるでしょう。
RFタグや IoTの導入に特に関心が集まるなかで、さまざまな
プログラムが複数の業界のあいだを加速度的に行き交うように
なっています。もちろん、このような状況を受け、企業は、ネッ
トワークやアプリケーションがダウンして大きな損失を被るよ
うな事態は避けたいと考えており、ネットワークで処理する重
要性の高いサービスについて、その状態を詳しく把握する必要
に迫られています。トラフィック量のきわめて多い過酷な環境
であっても、強固で安定したネットワークを実現できるよう、
VNS SD WANでは、いくつものルーティングソリューション
やセキュリティソリューションをご用意しています。
しかも、予測診断メンテナンスシステム、なかでも、M2M（マ
シンツーマシン）学習で強化されたシステムの進歩に伴い、従
業員向けのモビリティシステムやコミュニケーションシステム
の利用が一般化し始めています。
これらのシステムがあれば、効率や生産性、収益を、日次ベー
スで高めることができ、利益を確保するためのベースラインと
して、企業はこれらのシステムに頼り始めています。それゆえ、
数十万単位と予想される数のデバイス、アプリケーション、イ
ンスタンス、人のあいだを行き交う情報を同時かつリモートで
大規模に処理できるネットワークが必須になるのです。

仮想化と管理の機能が一元的に集約されており、
UCCaaSのような先進のコミュニケーションツールと連
携する VNS SD WANは、このような環境における賢明
な選択の 1つとなる

  

さらに、RFタグや IoT、M2M（マシンツーマシン）など
のテクノロジーを導入した場合、おそらく 200,000以上
のデバイス、アプリケーション、人のあいだを行き交う情
報を同時かつリモートで大規模に処理できる能力がネット
ワークには必要になってくる 

Berryは次のようにも述べています。「これらの業界ではいずれ
も、新世代の労働安全衛生規則やコンプライアンスが適用され
始めています。企業各社は、社内トレーニングの内容や、従業
員への情報伝達の方法を改善し始めています。カスタマーエク
スペリエンスを意識したネットワークが今ほど重要になってい
るときはありません」   
Verizon の 提 供 す る Software-Defined Networking ソ
リューションをご利用になれば、お客様のビジネスでも、カ
スタマーエクスペリエンスを向上させることができます。
verizonenterprise.com/digitaltransformationに詳しい情報
をご用意いたしました。是非ご覧ください。
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