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FileMaker 
Developer 
Conference 
DevCon は毎年開かれる開発者会議です。
網羅的な内容のセッション、非常に興味
深いミーティング、対面での相談会など
があり、大勢の FileMaker, Inc. のスタッフ
や経験豊かな FileMaker プラットフォー
ムの開発者とネットワークを築くよい機
会になります。世界中から 1,500 人以上
の FileMaker 関係者が集まる唯一無二の
貴重なイベントです。
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ようこそ 
 
この eBook は、2017 年に開催された 
FileMaker Developer Conference で
の Scott Howard 氏によるプレゼンテー
ション「Beyond Damage Control. 
Reversing Bad Client Experiences」
(英語) に基づいています。  

Howard 氏は Scott Howard Consulting 
社のオーナーであり、20 年以上にわたり 
FileMaker プラットフォームでの開発に
携わってきました。  

Scott Howard Consulting 社は、さま
ざまな弁護士事務所のための垂直市場事
例管理 App を開発した FBA Platinum 
メンバーです。そのクライアントは、全
米のさまざまな業界に及びます。

https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276


気にするべき理由 

顧客にサービスを提供することがわれ
われ開発者の仕事です。社外の「外部
クライアント」のために開発する場合
でも、エンドユーザーやスーパーバイザ
など社内の「内部クライアント」と共
に作業する場合でも、成功と成長を続
けるためには、肯定的なカスタマーエ
クスペリエンスを作り出すことが不可
欠です。

常に考慮に入れておくべきいくつかの点が
あります。
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顧客が不快なカスタマーサービスを経験した場合、良
いサービスを経験した場合に比べて 2 倍の高い割合で
それを他の人に話します。 

顧客が競争相手の製品を購入する場合、価格や製品よ
りも、サービスに関連した問題が原因であることの割
合は 4 倍高くなっています。

顧客がネガティブな経験を 1 回したのを埋め合わせる
には、12 回のポジティブな経験が必要です。

出典：salesforce blog (英語)

https://www.salesforce.com/blog/2013/08/customer-service-stats.html
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カスタマーエクスペ
リエンスの失敗から
回復するための 5 つ
のステップ

01
だれもが幸せを求めています。これには例
外がありません。手段は異なるとしても、
目的は同じです。ある人々が戦争に行く理
由は、別の人々が戦争を回避する理由と同
じであり、ただ観点が違うだけです。その
目的がなかったとしたら、意識的な行動と
しては一歩も踏み出すことはないでしょう。
どんな人のどんな行動も、ある動機に基づ
くものです。それは自殺者であっても同じ
です。 ̶ Blaise Pascal, 

Pensées, VII.2

「
「



6

ステップ 1： 
迅速に対応する 

カスタマーサービスには、平均解決時
間 (meantime to resolve：MTTR) と
呼ばれる指標があります。これは、問
題について知った時点から解決に至る
までの時間を表すものです。  

また、顧客と連絡を取るためにかかる
時間と、その対応による顧客の満足度
との間には、直接的な相関関係があり
ます。問題に対処する時間が長いほど、
顧客満足度は低くなります。

対応にかかる時間は、顧客満足度に影響します。
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http://www.thinkhdi.com/~/media/HDICorp/Files/Library-Archive/Insider%20Articles/mean-time-to-resolve.pdf
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芽のうちに摘み取る 

できるだけ早く主要な当事者に連絡
を取り、どういう事情か把握して解決
したいと願っていることを伝えてくだ
さい。  

不在の場合は、留守番電話に長々と説
明を残さないようにします。その場合
は、短いメッセージを残した上で、調
査している旨を E メールで伝えます。

早期対応のための準備
一呼吸します 

調査をします 

スタッフと話をします 

どんなオプションがあるか考慮します 

クライアントと連絡を取ります
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顧客と応対する際には、効 
果より速度を優先する 

アンケート結果によると、遅いが効果
的なソリューションを提供するブラン
ドよりも迅速だが効果は低い対応をす
るブランドを推奨することのほうが多
いようです。 

奇妙ではありますが、遅い対応をする
よりも、対応しないほうがまだよいと
いう結果でした。 

不快な経験をした後、その会社を推奨したい
と思う顧客

33%  

17%   

19%  

出典：Harvard Business Review - Turn Customer Care into 
“Social Care” to Break Away from the Competition (英語)

迅速だが効果が低い対応の場合

遅いが効果的な対応の場合

何の対応もなかった場合

https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
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ステップ 2： 
よく聴く 
2012 年に MIT が行ったエンパワーメン
トについての聞き取り調査では、衝突
するグループを協働させることで対立
する相手に関する理解を深めていくと
いう衝突解決プログラムを確立した組
織についての調査がなされました。 

それで明らかになったのは、主導権を奪
われた側のグループにとって和解への最も
大きな障害となったのは、気持ちが無視
されたという意識であるということです。

最初に私が言いたいのは「よく聴く」と
いうこと。2 番目に言いたいことも「よく
聴く」ということ。そして 3 番目、4 番
目も ...。 

̶  Studs Terkel、 
     米国の作家、歴史家、  
     俳優、放送タレント

「 「
出典：Paula J. Caplan Ph.D.、「The  
Astonishing Power of Listening: How  
respectful listening helps without  
apologizing」、Psychology Today  
Online, April 1, 2011.

https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
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よく聴くことは、相手が大
切であることを認識させる
有効な方法です 

クライアントの話を中断することなく
聴くことにより、相手は穏やかになり、
解決したいというこちらの意欲を伝え
ることができます。クライアントが抱
える問題を十分に理解するために時間
を取り、関連した質問をしたり相槌を
打ったりすることが大切です。

聴くために時間を取り、その後に解決へと
向かうようにします 

こちらからは話しません 

辛抱強く注意を向けます 

質問をします 

気遣いを示します
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ステップ 3： 
こちらの非を認める 

衝突している間は、双方が相手を非難
することになりがちです。その結果、
攻撃／防御の態勢になり、溝がますます
広がったり、連絡が途絶えたりして、
双方とも解決に向けた努力をしなくなっ
てしまいます。このような陥りやすい
過ちを避けるための最善の方法は、自
分の非を認めることです。 

相手の非難が事実なら、それを受け入れます
自分の間違いを認めます 

相手をとがめないようにします 

グループのミスだとしても、自分に一部の非があることを
認めます 

正直、率直、そして誠実であることを示します
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謝罪の力  

英国ノッティンガム大学経済学部でな
された調査では、eBay で商品を販売した
ドイツの卸売業者のサイトに顧客が投稿
した 600 通を超えるクレームを追跡しま
した。  

クレームの半数では、会社側が短く謝罪
して、顧客に不満の削除をお願いしま
した。   

残りの半数については、クレームに対す
る対策として返金を提案しました。謝罪
文を受け取った顧客の 45% はクレームを
取り下げたのに対して、返金扱いを受け
た顧客のうちクレームを取り下げたの
は 21% に過ぎませんでした。

ネガティブな評価や不満を取り下げた顧客

45%  

21%    

謝罪文を受け取った場合

返金を受け取った場合

出典：The Conglomerate, “The Power of an Apology”(英語)

http://www.theconglomerate.org/2009/10/the-power-of-an-apology.html
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どこまでするか？
取り組みのレベル： 考慮するべきこと：

問題を正すために何をするか？
クレームは正当なものか？ 
正すことは可能なのか？ 
どんな選択肢があるのか？

問題を解決するためにどこまで 
するか？ 

無料サービス 
料金返金 
無料の製品またはサービス

選択肢について調べる必要があるなら
迅速なフォローアップを計画する 

別のアプローチがあるか？ 
問題を先送りすることができるか？

問題を解決できなかったら 
どうなるのか？

評判が落ちる 
収益を失う 
裁判に発展

ステップ 4： 
計画に取り組む 

双方が問題解決のための計画に意欲的
に取り組むことに合意する必要があり
ます。そうした合意がなければ、その
後にささいな問題が発生しただけで交
渉が決裂してしまう可能性があります。
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ステップ 5： 
実行する 

迅速に対応し、相手の言い分を注意深
く聴き、問題を見極め、解決に向けて
双方が協働することに合意したなら、
次に計画をしっかりと文書化し、その
計画を実行する必要があります。 

自分自身を正直に分析し、合意を得た
計画が本当に遂行可能であることを確
認します。 

解決計画の実行
次に実行するステップをクライアントと共に明確に定
義します 

現実的な目標と期限を設定します 

約束を守るためにあらゆる手を尽くします 
 
 

一にも二にもコミュニケーションをしっかり取ります

- 開発と会合のためのアラートを複数設定します 
- 解決のための作業時間を確保します 
- 必要な人材やリソースを投入します
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フォローアップ 

フォローアップは、こちらが相手を尊
重しており、その言い分に耳を傾けて
いること、またこの件を決しておろそ
かにしていないことを示すもう 1 つの
方法です。  

適切な対応をした後でも、もしフォロー
アップをしないなら、クライアントは
十分な対応をしてもらえなかったと感
じることがあります。 

フォローアップは気遣いの表れ

70%   
顧客が去っていく理由の 70% は、会社
が彼らを十分に気遣っていないと感じる
ため
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クライアントを切り
捨てるほうがよい
場合

02

クライアントを切り捨てる 6 つの理由 
事業を始めたばかりであれば、訪れて来るあらゆるクライアントと取り引きをした
いと願うものです。しかし、すべての人が望ましいクライアントとは限りません。
ひどいクライアントとの関係によって感情的、身体時、精神的にダメージを受ける
と、仕事を楽しめなくなり、他のクライアントとの応対にもマイナスの影響が及ぶ
ことになります。足を引っ張るだけのクライアントを切り捨てることが、事業拡大
の最善の方法になることも少なくありません。

1. 理不尽な要求をする 
2. 要求ばかりする 
3. 決まって滞納する 
4. こちらの言い分に耳を傾けない 
5. こちらの質問に答えない 
6. 基本的な敬意を示さない

出典：Forbes: “6 Reasons To Fire A Client”(英語)

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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利益よりもストレスの方が
大きいクライアント 

そのようなクライアントは支払いは良
いかもしれませんが、こちらからのア
ドバイスや専門知識に従わないため、
プロジェクトが終了した場合、それを
誇りに思うことはほとんど不可能であ
り、仕事から得られる満足感はほとん
どありません。そのような状況に陥っ
た場合、敬意をこめて意見を述べ、ク
ライアントの希望に合わせて仕事を終
わらせた後、うまく関係を終わらせる
ようにします。

関係終了の場合にすること 

プロフェッショナルな態度を保ちます 

礼儀正しくても率直に話します 

とにかく文書化して残しておきます 

いつどのように関係を終了させるのかが誰にでもはっき
り分かるようにして終了の計画をしっかり立てます 

キャンセルになった打ち合わせも含めて、費やした時間
について請求することにより、こちらの時間は貴重であ
ることを強調します

出典：Forbes: “6 Reasons To Fire A Client”(英語)

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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忠告 #1： 
文書化、文書化、文書化 

ソフトウェア開発において文書は極め
て重要です。衝突解決において、文書
の存在は、プロジェクトのあらゆる面
を追跡するのに役立ち、解決に向けて
導いてくれる場合もあります。  

文書の主な目的は開発、保守、および
知識の伝達ですが、同時に、変更事項
やクライアントに対して今後実行する
と約束したことを追跡するためにも使
用されます。

文書化のプロセスで考慮するべきこと

設定した例外事項 

打ち合わせ中にした約束 

可能なら図を含める 

例を挙げる 

前提を作らない - 常にあらゆる人を対象と
したシンプルなものとする
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忠告 #2： 
過ちと失敗から学ぶ 

過ちは貴重です。しかし、価値あるも
のとするためには、まずそれを有益な
もの、経験を積んでいく上で避けるこ
とのできないものと見なす必要があり
ます。心を開いて受け入れなければな
りません。  

経験から学んで成長できるオープンな
態度があれば、最大の過ちが転じて最
大の勝利になることがあります。

失敗の上に積み上げるのです。失敗は成
功のもとです。過去のドアは閉じます。過
ちを忘れようとしなくてもいいですが、
それにとらわれてもいけません。自分の
エネルギー、時間、空間が持っていかれ
ないようにします。

̶ Johnny Cash

「 「
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計画 

カスタム App を開発する
ための最初のステップです

作成 

カスタム App の構築を
始めましょう

展開 

作成したカスタム App を
チームで共有しましょう

プロジェクトを計画し、カスタム App を作成し、チームに
カスタム App を展開するために役立つガイド：

DevCon での Scott Howard 氏のプレゼンテーションを見る

次のステップ

03 Beyond Damage Control. Reversing 
Bad Client Experiences (英語)

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://www.filemaker.com/jp/custom-apps/#fm-video-common-business-challenges
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
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FileMaker.com の「ラーニングセンター」ページでは、「カスタム App アカデミー」ビデオ
チュートリアル、Web セミナー、イベントセッションの録画ビデオ、eBook などの学習用リ
ソースを提供しています。 
filemaker.com/jp/learning/ 

公式サイトの FileMaker Community では、他の FileMaker ユーザや専門家と交流すること
ができます。質問の回答を得たり、ビデオを見たり、テクニカルブリーフ、ハウツー記事、ホ
ワイトペーパーなどにアクセスしたりできます。 
community.filemaker.com/ 

FileMaker.com の「サポート」サイトでは、製品マニュアル、ナレッジベースの記事、購入を
決める際のサポート情報、インストールガイドを提供しています： 
filemaker.com/jp/support/

オンラインの学習、トレーニング、コミュニティリソースを探す 

FileMaker プラットフォームを使用した
カスタム App を開発するのに役立つさ
まざまなリソースをご利用ください。

http://www.filemaker.com/jp/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/jp/support/

