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Forward-Looking Statement
Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

This presentation contains forward-looking statements about the company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP financial and other operating and non-
operating results, including revenue, net income, diluted earnings per share, operating cash flow growth, operating margin improvement, expected revenue growth, expected current remaining 
performance obligation growth, expected tax rates, the one-time accounting non-cash charge that was incurred in connection with the Salesforce.org combination; stock-based compensation expenses, 
amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth and sustainability goals. The achievement or success of the matters covered by such forward-looking statements involves risks, 
uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if any of the assumptions prove incorrect, the company’s results could differ materially from the results expressed or implied 
by the forward-looking statements we make. 

The risks and uncertainties referred to above include -- but are not limited to -- risks associated with the effect of general economic and market conditions; the impact of geopolitical events; the impact of 
foreign currency exchange rate and interest rate fluctuations on our results; our business strategy and our plan to build our business, including our strategy to be the leading provider of enterprise cloud 
computing applications and platforms; the pace of change and innovation in enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; the competitive nature of the market in which we 
participate; our international expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations, including as a result of acquisitions; 
our service performance and security, including the resources and costs required to avoid unanticipated downtime and prevent, detect and remediate potential security breaches; the expenses associated 
with new data centers and third-party infrastructure providers; additional data center capacity; real estate and office facilities space; our operating results and cash flows; new services and product features, 
including any efforts to expand our services beyond the CRM market; our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses, joint ventures, services, technologies and intellectual 
property rights; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability to realize the benefits from strategic partnerships, 
joint ventures and investments; the impact of future gains or losses from our strategic investment portfolio, including gains or losses from overall market conditions that may affect the publicly traded 
companies within the company's strategic investment portfolio; our ability to execute our business plans; our ability to successfully integrate acquired businesses and technologies, including delays related 
to the integration of Tableau due to regulatory review by the United Kingdom Competition and Markets Authority; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; 
our ability to protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; our dependency on the development and 
maintenance of the infrastructure of the Internet; the 
effect of evolving domestic and foreign government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the Internet, and those addressing data 
privacy, cross-border data transfers and import and export controls; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; the potential availability of additional tax assets 
in the future; the impact of new accounting pronouncements and tax laws; uncertainties affecting our ability to estimate our tax
rate; the impact of expensing stock options and other equity awards; the sufficiency of our capital resources; factors related to our outstanding debt, revolving credit facility, term loan and loan associated 
with 50 Fremont; compliance with our debt covenants and lease obligations; current and potential litigation involving us; and the impact of climate change.

Further information on these and other factors that could affect the company’s financial results is included in the reports on Forms 10-K, 10-Q and 8-K and in other filings it makes with the Securities and 
Exchange Commission from time to time. These documents are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of the company’s website at www.salesforce.com/investor. 

Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by law.
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大きな変化



顧客行動の変化



顧客と企業の間に生じているギャップ

コロナ関連の確認 シフト出勤

問合せ

増
リソース

減



顧客接点の多様化

10
平均的に顧客が利用している

チャネル数

Source: State of the Connected Customer

66
のサービス担当が、デジタル
チャネルを通じた問合せ数が

増加していると見る

%

Source: State of Service



高まるAIへの期待

AI
音声認識

テキストマイニング

OCR

音声合成

チャットボット

スマートスピーカー

レコメンデーション

画像認識

感情分析

RPA



サービス部門のAI活用の割合

24 %
AIを現在使用している

Source: State of Service



AI活用までの道のりは、まだまだ長い

56%
AIプロジェクトの導入は
これまでのITプロジェクト

よりも難しい

22%
時間とコストが

足りない

53%
ビジネスユーザーは

プロジェクトに何を期待する
のかをよくわかっていない

プロジェクトを導入し、
サポートするための十分な
AIスキルがIT部門にない
ことを懸念している

47%

経営幹部はAIをよく理解
していないと思う

33% 13%
ベンダーからの

サポートが得られない

Source ：Tech Pro Research Report、「Managing AI and ML in the enterprise 2019」、TechRepublic社



Salesforce Customer 360 
DX（デジタル変革）のためのプラットフォーム

信頼できるプラットフォーム

迅速に効果を発揮

柔軟な設定と更新

スマートなアプリでアナリティクスとAIを活用

= 投資対効果の実現

セールス

顧客支援

パートナー

業種別
ソリューション

Trailblazerの支援、
再研修

従業員
エクスペリエンス

インテグレーション

アナリティクス

アプリ

コマース

マーケティング

サービス

プラットフォーム

モバイル ブロックチェーン 画像 音声

セキュリティ プライバシー、
アイデンティティ

コミュニティ ビルダー フロー

AI



Salesforceに組み込まれたEinsteinプラットフォーム

データ

データディスカバリー ディープラーニング 機械学習

Einstein Vision
Einstein Language

Einstein
Discovery

Einstein
予測ビルダー

Einstein Next
Best Action

Einsteinボット Einstein Voice

Einstein Analytics

Sales Cloud
Einstein

Service Cloud
Einstein

Marketing Cloud
Einstein

Commerce Cloud
Einstein



サービスにおけるAI活用のポイント

自動化 アシスト

業務の複雑さ



AI活用により、サービス担当者は顧客体験向上に注力

顧客を理解した
自動応対

顧客自身での
解決

リレーションの構築

複雑な対応

アップセル
クロスセル

繰り返しの
定型作業

自動化 アシスト



デモンストレーション

デモスピーカー

株式会社セールスフォース・ドットコム
セールスエンジニアリング統括本部

伊藤 健一郎



サービスを大規模にパーソナライズ

1日に7,100万件のケースに関するやり取りを処理

オムニチャネルのつながるデジタルエンゲージメント

フィールドサービスの最適化

Einsteinでスマートにサービス

AIを活用した推奨事項をエージェントに提案

自動化とボットの連携

先回りしたコネクテッドサービス（IoT）

使いやすく柔軟なプラットフォーム

コーディング不要、クリックのみですべてを設定

包括的なエコシステム

世界No.1*の信頼性を誇るサービスソリューション

Service Cloud
30%**

顧客満足度の向上

*出典：IDC社、『Worldwide Semiannual Software Tracker』（2020年10月）。CRM市場には、IDC社が定義す
る、営業チームの生産性と管理、マーケティングキャンペーン管理、カスタマーサービス、 コンタク
トセンター、広告、デジタルコマースアプリケーションの各機能別市場が含まれる。
**出典：2017年から2019年にかけて実施したSalesforceのカスタマーサクセスに関する調査より。
Salesforceの顧客企業3,384社（無作為抽出）が回答。



よくあるサービス対応を自動化

AIを活用したチャットボットで、デジタルチャネル
全体でよくある問い合わせに対応、収集したインサ
イトにもとづいてエージェントへのシームレスな
引き継ぎを実現

インテリジェンスで従業員をアシスト

機械学習で過去のケースからインテリジェントに解
決策を導き出し、複雑なケースをすばやく解決

インサイトに基づいたおすすめにより
最適なアクションを実行

顧客体験にインテリジェンスを組み込み

Einsteinボット

Lightningサービスコンソール

Einsteinケース分類



デジタルサービスをEinstein Botsで拡大
顧客の自己解決を促進し、問合せ対応時間を削減

Einsteinボット

Einsteinボットビルダー

自動化

顧客の質問に自動回答

顧客の言葉だけでなく顧客自身を理解し適切な回答提供

顧客を捉え一貫した対応

必要に応じて有人対応へシームレスに切り替え

ビジネスプロセスと簡単に連携

ボットで既存のビジネスプロセスを実現

自動で対応したり、有人対応の代わりに業務を完了

トレーニング、稼働、そして学習

ボットビルダーでノンコーディングでボット作成

顧客データでトレーニングやフィードバックを実現



増加した問い合わせに効率的に対応

AIにより適切なオペレータに適切な対応をルーティング

入ってきた問い合わせを解析し、
機械学習によって分類項目を予測し

オペレータの対応時間を短縮

Einstein ケース分類

過去のデータからAIが予測した項目
を適用し適切なオペレータに割当て

Einstein ケースルーティング

自動化



問い合わせの対応/解決時間を短縮

よくある回答の入力に費やす時間をな
くし、フィードバックでモデルを継続

的に再学習

承認済の回答のライブラリを構築

ディープラーニングとNLPを活用して

過去のチャット対応履歴に基づく

一般的な返信のカタログを作成する

よくある問い合わせへのオペレータの対応を効率化
Einstein Reply Recommendations

オペレータにリアルタイムに回答を提示

チャットまたはメッセージでの会話の文脈
に基づいて適切な応答をAIがレコメンド

アシスト

*一部の機能は英語のみ提供となります



解決策を探す時間を短縮

問い合わせをプロアクティブにチェック

機械学習を活用してケースの詳細とテキストを確認し、
関連するFAQ記事を特定

最適なFAQをAIにより提示

機械学習を活用して、過去のケースで記事がどのように使われ
たかを学習して、オペレータに最適な記事をレコメンド

すばやくモデルを学習し、導入

業務に関連するケースと記事の詳細を選択して、数時間以内に
モデルを学習し、オペレータに表示。事前トレーニング済みの
モデルでも開始可能

Einstein Article Recommendations

アシスト

*一部の機能は英語のみ提供となります



最も効果的なタイミングで最適なおすすめを提示
Einstein Next Best Action

複数のソースからインサイトを獲得

Salesforceデータとその他のデータを活用して、
ビジネスルールと予測モデルを結合

アクションにつながるインテリジェンス

最も効果的なタイミングで、同僚や顧客に
インサイトを提供

おすすめと自動化の連携

Lightningフローの強力なツールと生産性を活用

アシスト



Einsteinケース分類が問い合わせの仕分け作業を改善
問い合わせのエスカレーションを抑制

Salesforceグローバルカスタマーサクセス
センターでは4500件/日の問い合わせを受付

大量の問い合わせを効率的かつ正確に
仕分けする方法を検討

最適な担当者にルーティングすることで、
問い合わせのエスカレーションや転送を抑制
したい

Einsteinケース分類で新規 問い合わせの
割り当てに利用される４つの項目を自動分類

問い合わせのエスカレーションや転送を抑制す
ることに成功。また、CSATスコアの増加や
担当者の生産性、ヒューマンエラーの
改善に繋がった

課題 解決

“Einsteinケース分類は我々のグローバル
サポートに大きな変革をもたらしました。
機械学習による精度が高いケースの仕分
けを自動的に行うことで、エージェント
の生産性が向上しました。”
Atul Nanda, SVP Global Customer Success, Salesforce

92%+
項目予測の正確性

問い合わせの
エスカレーションや

転送の減少

Service Cloud

Einstein ケース分類



Einstein for Serviceはすぐにご活用いただけます

ネイティブなユーザー
エクスペリエンス

Einsteinはデジタルエンゲージメント
チャネルとすぐに連携可能

EinsteinはCRMデータと
連携済み

チャネル連携の組み込みデータ連携の組み込み

UI/UXの設計や開発は不要




