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過去10年の間に、消費者の検索行動に大きな変化
が起きています。自然言語処理の発達と音声検索
やチャットボットなどの普及により、検索のスタイ
ルが「会話型」へと変化しています。今日のカスタ
マージャーニーは、例えば「近くのウニが美味しい
お店」を検索することで始まります。「5000円以下 
カーキのキャンバス スリッポンスニーカー 」といっ
た質問や具体的な検索クエリから始まるのです。
検索ボックスに入力する場合でも、音声検索で問
いかける場合でも、時が経つにつれ、こうした質問
はさらに具体的な内容へと変化しています。その
理由は、検索エンジンが具体的な答えを返してくれ
るという期待があるからに他なりません。

ただ、こうした答えは果たして、信頼できるもので
しょうか？多くの企業は、SEOを利用してウェブサ
イトへユーザーを誘導しようとしています。一方
で、リスティング広告が占めるスペースは増加の一
途をたどり、その見出しのコピーは一見、ユーザー
の求める答えを提供してくれるように見えますが、

はじめに

求めているものとは全く違う場合も多くあります。
こうした状況に、企業はどう対応しているのでしょ
うか？当然ながら、原材料から店舗の営業時間、
製品の仕様に至るまで、企業やブランドに関する
質問に一番適切に答えられるのはその企業以外に
ありません。それにもかかわらず、企業が検索の
世界で自社情報を正確に提供する情報源になるこ
とは難しいといえます。Yextが自社ビジネスに関し
て頻繁に寄せられる質問に回答している企業やブ
ランドの数を調査したところ、自社の答えを実際
にコントロールしている企業はごく少数に過ぎな
いことが判明しました。

本ホワイトペーパーでは、「適切な答えをタイミン
グよく提供するマーケティング戦略」への移行が
企業やブランドにとって重要な理由をご紹介しま
す。日々、検索が進化する中で、企業やブランドに
は、消費者に直接情報を届け、オンラインでのカス
タマージャーニーをコントロールする力を取り戻す
ことが何よりも求められます。
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マーケティング担当者は、顧客獲得のために検索
が重要であることをすでに認識しています。ウェブ
サイトへのトラフィックの51%はオーガニック（自
然）検索から発生しています。1こうした背景から
デジタル広告への投資は活発で、デジタルマーケ
ティング担当者を対象とした2019年の調査によれ
ば、一般に、企業のデジタル広告予算の39%が検
索連動型広告（リスティング広告）の取り組みに
向けられています。2デジタル広告市場は成長を続
け、米国の検索連動型広告費は、2019年の551.7
億ドルから2023年には860.8億ドルまで成長する
と見られています。3

検索の重要性が 
高まっている理由

消費者の81%が
大きな買物を行う前に何ら
かの形でオンライン調査を
実施4

消費者の71%が
検索エンジンの利用からカ
スタマージャーニーを開始5

消費者の90％が
カスタマージャーニーのあ
らゆる段階で検索を利用6

81% 71% 90%
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こうした検索に関わる予算の増加の背景には、消
費者の具体的な意図や目的（インテント）に対応
するための競争の激化があります。検索からユー
ザーの意図が明らかになる傾向が強まるにつれ、
検索の重要性がさらに増しています。アメリカで
の検索クエリの50%が4単語以上になっています。
7複数の単語から構成される、こうした検索から
は、消費者が自然言語のフレーズを検索に使う傾
向が強まり、具体的な結果を期待しています。加え
て、カスタマージャーニーが進むにつれて、消費者
はGoogle、Yelp（イェルプ）、Amazon Alexa、さら
に企業のブランドウェブサイトなど、さまざまなプ
ラットフォームから質問を投げかけます。実際、消
費者の95%が企業と一度、接触するために3つ以
上のチャネルを使用しています。8競争に勝つため
には、企業やブランドはカスタマージャーニーのあ
らゆる段階で、あらゆるチャネルから答えを提供で
きるよう、準備しておかねばなりません。

例えば、ある顧客が次回のレースのために自転
車を購入しようとしているとします。そこで、まず
ウェブブラウザを開いて「ロードバイク 人気のメー
カー」と質問します。すると、ブログ、動画、その他
の口コミ（レビュー）へのリンク一覧とともに、独立
した口コミサイトからの強調スニペットの形式で
答え（Trek X-Caliber 9）が表示されます。このモデ
ルに興味を持った顧客は、ロードバイクのギアにつ
いてもう少し知りたいと思い、さらにこんな質問を
します。「Trek X-Caliber 9ギア 圧力がかかると滑
る」検索結果に表示されたブログ記事を選択して
その質問への答えを調べます。意思決定に必要な
情報がすべて手に入ったところで、「Trek X-Caliber 
9を購入できる店舗」とさらに検索すると、メー
カーのウェブサイトが表示されます。そのサイトで
チャットボットを使ってロードバイクの在庫があ
る最寄りの店舗の場所を探し、最終的にスマート
フォンでGoogleマップを開いて今夜の閉店時間を
調べます。こうしたカスタマージャーニーのあり方
は、今では当たり前となりました。では、企業やブ
ランドはどのような形でこれに関わっていくべきで
しょうか。ロードバイク 人気のメーカー

Trek X-Caliber 9ギア 
圧力がかかると滑る

今日のロードバイク  
ショップの閉店時間は

Trek X-Caliber 9を 
購入できる店舗
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カスタマージャーニーの過程で投げかけられる質
問は多数に及ぶため、検索では、事実に基づく客
観的な答えと、口コミ、レビューやおすすめなどの
意見に基づく主観的な答えの両方を提供します。 
主観的な答えを求めている理由は、消費者が購入
の意思決定が妥当であることを第三者に確認して
もらいたいと考えているためです。これは、裏を返
せば、効果的な評判管理によって、企業やブランド
が消費者に表示されるこうした主観的な答えに影
響を及ぼすことができるということでもあります。
デジタルサービス上の口コミ（レビュー）を奨励、モ
ニタリングし、そして否定的な口コミ（レビュー）に
も返信することで、顧客体験の一貫性と質を保つ
ことができます。

その一方で、検索結果として、虚偽の答えが提供
されるケースが増えています。消費者がオンライン
で主観的な情報を求める傾向が強まり、こうした
間違った情報や古い情報が検索結果として表示さ
れることがあります。偽の情報とは、検索アルゴリ
ズムを利用して広告インプレッションを増加させる
ことを狙った質の低いコンテンツを指します。誤っ
た情報とは、不正確な情報や更新されていない古
い情報、管理されていないデジタル上の情報を指
します。これに加え、検索連動広告もまた虚偽の
答えの温床となっています。競合他社が御社のブ
ランドキーワードで広告を打ち、御社のブランド
キーワードのクリック単価を上昇させ、御社の製
品に関する誤った情報が記載された「比較」ラン
ディングページに消費者を誘導しているかもしれな
いのです。

検索における 
3種類の答え

検索内でこうした虚偽の答えが増加する中、マー
ケティング担当者には、顧客に客観的な答えを確
実に届けられるようコントロールする力がこれま
で以上に求められています。企業やブランドの製
品、サービス、人材やロケーションに関する重要な
情報を求めて顧客は質問をします。こういった質
問には、製品やサービスを購入する意図（インテン
ト）が伺えます。したがって、企業やブランドは、自
社のこうした情報を答えという形でしっかり届ける
ことが必要です。ただし、現在、それを実現できて
いる企業やブランドはごく少数です。マーケティン
グ担当者の多くは、オンライン上の自社ブランド情
報のうち、最新かつ正確なものは35%に過ぎない
と回答しています。10
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企業が自社ブランドに関する質問に対して客観的
かつ正確な答えを直接提供することができなけれ
ば、他の誰かに、クリックや購入、ひいては潜在顧
客を奪われることになります。公式な答え（企業や
ブランドから提供された公式な情報）を提供する
上では、企業やブランドの公式な情報を集めた信
頼できる唯一の情報源が必要です。

企業やブランドには、検索エンジンに使用されて
いる同等の技術であるナレッジグラフが必要で
す。

その理由は次のとおりです。
かつては、企業が優先して対応すべき対象は、ク
リックにつながる青いリンクのランキングのみでし
た。消費者の期待に応えるため、検索エンジンが
消費者に対して青いリンクだけでなく、状況に合わ
せた情報をダイレクトに提供するようになりまし
たが、それだけでは不十分です。検索エンジンの
強調スニペット、ローカルパック、ショッピングカー
ド、FAQなどへ情報を提供するのが企業やそのブ
ランドであれば、新しい検索体験において問題は
生じません。ただ、実際には、検索が進化する中、
検索を行うユーザーに表示される客観的な情報
が、企業やそのブランド以外のソースから提供され
ている可能性があるのではないかと考えられます。
Yextでは、企業やブランドの多くが急速に変化す
る検索エンジンに合わせて進化できていないので
はないかと捉えています。

Yextの調査によれば、残念ながら、検索結果に表
示される情報の大半を提供しているのは企業や
ブランド以外のソースなのです。

データの調査は次の方法で行いました。
世界最大級のブランドが消費者からの質問にどれ
だけ効果的に回答しているかを調査するため、ブ
ランド名で検索を行い、そこで表示させる「関連す
る質問」の結果を測定しました。これらの質問のい
ずれかをクリックすると、最も正確で適切だと思
われる答えが情報源のウェブサイトへのリンクと
共に表示されます。Yextの調査では、検索バーにブ
ランド名を入力した時に表示される、答えと実際の
ブランドのウェブサイトへのリンクのみを「公式な
答え」としました。

客観的な公式の答えを提供するには
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Fortune 500企業のそれぞれについてこの分析を
行ったところ、これらの主要な企業において、自社
ブランドに関する最も一般的な質問のうち回答が
されているものはわずか18%に過ぎず、答えの大
半は不明なソースや競合他社のドメインなどを含
め、サードパーティのウェブサイトからランダムに
提供されていることが明らかとなりました。

これはつまり、企業やブランドが顧客と直接会
話をする機会は減る一方にあり、これらの顧客の
カスタマージャーニーをコントロールする力も失
われつつあることを意味します。

公式な答えの業界比率

金融サービス

飲食、トラベル、レジャー

医療

小売

すべての業界（上記を含む）

23%

14%

14%

18%

23%
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消費者が検索で表示される情報のソースをクリッ
クすることなく、表示される情報を信頼する傾向
が強まっている今日、検索結果として上位表示さ
れる確率を高めることは企業にとって、この上な
く重要です。現在では、モバイルでのGoogle検索
の半分以上がクリックなしで終了します。11ゼロ
クリック検索の増加は必ずしもトランザクション
の減少を意味するものではありませんが、カス
タマージャーニーの変 化を表しています。Path 
Interactiveが2019年に行った調査によれば、50歳
以上のユーザーに比べて、13–21歳のユーザーの
うち、ナレッジパネルの確認により検索が完了し
たものと考えるユーザーの数は2倍に上ります。
12したがって、企業やブランドがナレッジパネルや
強調スニペットに表示されなければ、消費者に提
供される答えをコントロールできているとはいえま
せん。

公式な答えを提供する 
ことが企業やブランド 
にとって重要な理由

42%
のブランドをよく知
らない消費者が
ブランドのウェブサイトよりも検索
エンジンの結果を信頼すると回答

認識しておきたいのは、消費者が検索結果に対し
て比較的信頼を置いているという点です。2019年
のEdelman Trust Barometerによれば、消費者の
65%が検索エンジンを信頼していると回答してお
り13、そのブランドをよく知らない消費者の42%が
ブランドのウェブサイトよりも検索エンジンの結
果を信頼するとしています。14検索で表示される結
果は正しいものと見なされているということです
が、Yextの調査によれば、こうした答えを提供して
いるのが自社情報を最もよく知っているはずの企
業ではない例もしばしば見受けられます。
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加えて、企業のブランドサイトにたどり着いた消費
者は、サードパーティの検索サービスに匹敵するレ
ベルの検索体験を期待しています。探している内
容をサイトで見つけられなければ、そうした消費者
は外部の検索エンジンへ戻ってしまいます。実に消
費者の68%が、検索機能の劣るウェブサイトを再
度利用するつもりはないと回答しています。15 企業
やブランドにまつわる、すべての情報をナレッジグ
ラフに構造化し、そのナレッジグラフを使用して公
式な答えを自社サイトを始め、消費者が検索を行
うあらゆる場所で提供することで、企業やブランド
は顧客の質問に回答し、カスタマージャーニーを
コントロールする力を取り戻せるようになります。

デジタル上での情報発見、顧客とのエンゲージメン
トや収益を高めるには、顧客の購入意欲の高い瞬
間に、求める答えを提供することが何よりも大切で
す。さまざまなチャネルやデバイスにまたがり、進
化を続けるカスタマージャーニーに企業が追いつ
き、その一歩先を行くためには、今がまさにチャン
スです。公式な答えを提供することで検索で表示
される虚偽の答えに対抗する手立てを取らないな
らば、競合他社やブランド名を騙って利益を得よう
とする第三者に質問への答えを委ねることになり
かねません。さらに、自社サイトで検索エンジンと
同等の検索体験を提供できないようであれば、顧
客を逃すことになってしまいます。

顧客から日々寄せられる質問に対して、公式な答えを
提供できるよう、Yextが以下の方法で支援します。
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Yext Knowledge Graphは、企業や
ブランドが公式な答えを提供できる
よう支援し、公式な情報を集めた信
頼できる唯一の情報源です。店舗、
イベント、オフィス、支店、ATM、代
理店、販売店、レストラン、または
サービスセンターに関する、すべて
の情報を一元的に管理します。

製品に関する情報、店舗の位置情
報（ロケーション）や採 用情 報な
ど、お客様が検索するであろう情報
（答え）をYext Search Experience 
Cloudによって提供できます。Yext
はブランド情報、営業時間、採用
情 報など、データ 管 理 戦 略 に 最
適なカスタムフィールドを定義で
きます。また、自社ウェブサイトで
使 用するデータの構 造 化にも役
立ちます。URL、写真、はい・いい
えの回答欄など、データタイプを
追 加して、ブ ランド 情 報 を い つ
も使 用している表 現で 管 理 でき 
ます。

Yextの特長

製品

顧客

ブランドの
ナレッジ
グラフ
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また、Yextは、以下を始めとする150以上のマップ、
アプリ、ディレクトリ、検索エンジン、GPSシステ
ム、SNSや音声検索と連携しています。

• Google、Apple Maps、Facebook、Bing、
Yahooなどのグローバルな検索サービス

• Amazon Alexa、Google Assistant、Cortana、
Siriなどの音声検索

• HERE、TomTom、WazeなどのGPSおよびナビ
ゲーションサービス

• Gelbe Seiten、Yell、YP Canadaなどの地域別
サービス

• EZDoctor、Vitalsなどの業界固有のサービス

より多くのモバイルユーザーにリーチし、ブランド
体験に満足してもらうための第一歩は、企業やブ

ランドに関するデータを正確に保つことです。Yext
のお客様は導入してすぐに、厳格なデータクレン
ジングプロセスにより、店舗数が2つでも2万で
あっても、データが一貫して正しい形式になって
いることを実感できます。Yextのワールドクラスの
運営チームが矛盾や不一致、未入力のフィールド
がないようデータを確認しているため、顧客に自
信を持って正しい情報を提供できます。

Yext Knowledge Graphは、企業が自社ブランドに
関する公開情報すべてを相互に関連づけた形で
保管することで、消費者が検索を行うあらゆる場
所で適切な情報を提供することを可能にします。
Yextは、ブランドの情報を可能な限り簡単にYext 
Search Experience Cloudに集約できる環境を実
現し、持続的な価値を提供します。

Yext Knowledge Graphの詳細はこちら。

https://www.yext.co.jp/products/knowledge-graph/


自社に関する質問に誰が回答しているのかを本当に把握していますか？ 12

ソース
1. https://www.brightedge.com/resources/research-

reports/content-optimization

2. https://www.searchenginejournal.com/paid-
search-is-still-the-dominant-digital-ad-channel-
in-2019/317371/

3. https://forecasts-na1.emarketer.com/584b2602140 
3070290f93a59/5851918b0626310a2c186ac8

4. https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-
marketing-new-data

5. https://www.catalystdigital.com/wp-content/
uploads/WhySearchPlusSocialEqualsSuccess-
Catalyst.pdf

6. 同上。

7. https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/10/06/
smx-east

8. https://www.forrester.com/report/Engagement+Cos
ts+Continue+To+Rise+Even+With+Digital+Heres+Ho
w+To+Fight+It/-/E-RES137864

9. https://www.thinkwithgoogle.com/data/increase-
for-me-searches/

10. https://www.yext.com/blog/2019/02/yext-study-
only-eight-percent-of-marketers-believe-their-
organizations-brand-management-strategy-is-
completely-effective/

11. https://sparktoro.com/blog/less-than-half-of-
google-searches-now-result-in-a-click/

12. https://moz.com/blog/new-google-survey-results

13. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/
files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_
Global_Report.pdf

14. https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/
the-future-of-online-search/

15. https://www.forrester.com/report/Googleize+Your+
SiteSearch+Experience/-/E-RES124541

https://www.brightedge.com/resources/research-reports/content-optimization
https://www.brightedge.com/resources/research-reports/content-optimization
https://www.searchenginejournal.com/paid-search-is-still-the-dominant-digital-ad-channel-in-2019/317371/
https://www.searchenginejournal.com/paid-search-is-still-the-dominant-digital-ad-channel-in-2019/317371/
https://www.searchenginejournal.com/paid-search-is-still-the-dominant-digital-ad-channel-in-2019/317371/
https://forecasts-na1.emarketer.com/584b26021403070290f93a59/5851918b0626310a2c186ac8
https://forecasts-na1.emarketer.com/584b26021403070290f93a59/5851918b0626310a2c186ac8
https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-marketing-new-data
https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-marketing-new-data
https://www.catalystdigital.com/wp-content/uploads/WhySearchPlusSocialEqualsSuccess-Catalyst.pdf
https://www.catalystdigital.com/wp-content/uploads/WhySearchPlusSocialEqualsSuccess-Catalyst.pdf
https://www.catalystdigital.com/wp-content/uploads/WhySearchPlusSocialEqualsSuccess-Catalyst.pdf
https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/10/06/smx-east
https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/10/06/smx-east
https://www.forrester.com/report/Engagement+Costs+Continue+To+Rise+Even+With+Digital+Heres+How+To+Fight+It/-/E-RES137864
https://www.forrester.com/report/Engagement+Costs+Continue+To+Rise+Even+With+Digital+Heres+How+To+Fight+It/-/E-RES137864
https://www.forrester.com/report/Engagement+Costs+Continue+To+Rise+Even+With+Digital+Heres+How+To+Fight+It/-/E-RES137864
https://sparktoro.com/blog/less-than-half-of-google-searches-now-result-in-a-click/
https://sparktoro.com/blog/less-than-half-of-google-searches-now-result-in-a-click/
https://moz.com/blog/new-google-survey-results
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/the-future-of-online-search/
https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/the-future-of-online-search/
https://www.forrester.com/report/Googleize+Your+SiteSearch+Experience/-/E-RES124541
https://www.forrester.com/report/Googleize+Your+SiteSearch+Experience/-/E-RES124541


自社に関する質問に誰が回答しているのかを本当に把握していますか？ 13

これからの検索に求められるものは、消費者の要求への「答えそのもの」です。しか
し、検索ではインターネット上に存在している情報を集めているため、古い情報や誤
情報が表示されるケースが多いのが現状です。Yext（イエクスト）は、あらゆる検索サ
イト、マップ、SNS上での正確な情報発信を可能にするSearch Experience Cloudプ
ラットフォームを提供しています。Yextは、営業時間、サービス、ロケーション、メニュー
やイベントなど、企業の正しい情報を集めた信頼できる唯一の情報源を提供すること
により、検索する消費者に「正しい答え」を届けることを可能にします。Yextの使命
は「Perfect Answers Everywhere」を実現することです。タコベル、マリオットホテル、
ジャガーランドローバーを始めとする世界の名だたる企業がYextプラットフォームを
活用し、消費者が求める正しい情報を提供することで、ブランド・エンゲージメントを
高め、売上げを伸ばしています。

Yextはこれまで、Fortune誌のBest Place to Work、Great Place to Work®、さらに
Best Workplace for Women賞に輝いています。 
Yextは本社をニューヨークに、支社をアムステルダム、ベルリン、シカゴ、ダラス、ジュ
ネーブ、ロンドン、マイアミ、ミラノ、パリ、サンフランシスコ、上海、東京、ワシントン
D.C.に構えています。

詳細はyext.co.jpでご確認ください。

http://www.yext.co.jp

