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かつて、オーディエンスのターゲティングはデモグラフィック
（人口統計学属性）分析に依存していました。性別、年代、住ん
でいる地域、年収、職業などの属性による購買意識の分布を
分析して、一番効果のある分野を絞り込むターゲット・マーケ
ティングの手法になります。この方法では、例えば「21歳から
45歳の女性」＝ベビー用品の購入に関心がある人という仮定で
ユーザーの属性情報を元にターゲットを絞り込むので、かなり
大まかで不正確なセグメンテーションになります。

現在では、消費者は「年代や性別」によってのみ定義される均
質的なセグメントではないという理解が広まり（実際に、デモグ
ラフィック属性のみを頼りにオーディエンスへのリーチを図る
場合は、潜在顧客の70%以上を逃すリスクがあるといわれてい
ます1）、顧客1人1人の意向をオンラインとオフラインの行動に
基づき、リアルタイムで把握することが非常に重要となっていま
す。企業がよりパーソナライズされた体験を提供し、投資対効

インテント（意図・目的）の 
重要性 
より成果を上げるターゲティングへ

果を高め、コンバージョン率を向上させるには、こうした消費
者の意向の理解が非常に重要です。こうしたニーズに対して追
い風となるのが、検索行動の変化です。消費者が自分の真の
意図を表すことができる検索メディアやチャネルがこれまで
以上に多くなり、検索サービスも進化を続けています。 

こうした変 化に伴い、今注目されているのが、インテント
（意図・目的）マーケティングです。企業は、こうした新しい
考え方を理解する必要があります。本ホワイトペーパーの 
パート1では、自社ウェブサイト内外を問わず、顧客の質問に
直接回答することで顧客の意図に応えて、クリック数とコン
バージョン数を増やし、より多くの収益を上げることができる
理由を学びます。パート2 では、インテント（意図・目的）マー
ケティング戦略を構築する方法を紹介します。パート3では、
長期的な成功のためにインテント組織を立ち上げる方法を学
びます。
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インテント 
マーケティング 
とは
インテントマーケティングの 
意味と重要性

パート1
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イン テントマー ケティングとは 、オンライン 検 索 、広告 の
クリックス ル ー、コンテンツの ダウンロードなど、消 費 者
が 最 初 にとった行 動 に 基づ いて 行 われる、あらゆる 種 類
の商 業 的なやりとりと広く定義されています。従 来 のデモ
グラフィック（ 人 口 統 計 学）に 基づいたターゲティング で
は 、顧 客 を大まか に 想 定してしまうのに対し 、インテント

マーケティングでは、顧客の行動に基づいて顧客の特定の
ニーズを絞り込 んでいくことができます。つまり、その瞬 間
に欲しいものや必要なものを的確に届けることができるの 
です。

例を挙げてみましょう。Think With Googleの調査によると、ベ

インテント（検索意図）の理解を
深めることで、顧客が最も行動を
起こす可能性が高い瞬間に、「予
想外の」顧客にもアプローチする
ことができます。

ビー用品の購入者の40%は子供のいない家庭に住んでいます。2 
ベビー用品を販売するために子供のいる女性だけをターゲット
にしていると、潜在的なオーディエンスの巨大なセグメントを見
逃してしまうことになります。人々が取る行動に注意を払うこと
によって - 例えば、彼らは "おすすめの出産のお祝いの贈り物 "
についてのオンラインリサーチを行い、その後、贈り物について
のあなたのブログ記事をクリックした場合あなたの顧客が本当
に誰であるか、彼らが必要とするものに大きなインサイトを得る
ことができます。

インテント（検索意図）を適切に理解することで、顧客が最も
行動を起こす可能性が高い瞬間に、「予想外の」顧客にもアプ
ローチすることができます。
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検索の根本的な変化が 
顧客の期待を変えた理由

AIを活用した検索機能の進歩は、消費者の期待を根本的に変え
ました。

自然言語処理（NLP: Natual Language Processing）は、ソフト
ウェアが言語を「聞き、処理し、操作する」ことを可能にする人
工知能の一分野です。多くの検索エンジン（さらにメッセージン
グサービス、アプリ、音声アシスタント、チャットボットなど）に
実装されており、消費者はその体験に慣れてきました。

"AIやディープラーニングの台頭により、人々は短いキーワードで
コンピュータに話しかける必要がないことを学びつつある "と、
マイクロソフトのエバンジェリズム責任者であるクリスティ・オ
ルソン氏は言います。"より自然な会話型の質問にシフトしてい 
ます"

これらのサービスは、より長く、より詳細な検索クエリを処理
して回答することができるようになったため、ユーザーは、検索
ボックスに入力したり、Alexa、Siri、Cortanaに声を出して話し
かけたりして、何かを尋ねるだけで、検索エンジンがそれを理
解してくれるようになりました。ユーザーは複雑な質問をしても、
自分の欲しいものが正確に返ってくることを期待することがで
きます。この重要な進歩により、キーワードやリンクから、関連
性のある文脈に沿った答えが得られる質問へと、検索のパラダ
イムは根本的に変わりました。

検索エンジンと、より有機的に対話できるようになったため、私
たちはこれまで以上に検索をするようになりました。平均して、
人々は1日に3～4回検索しており3、消費者の90%が顧客のライ
フサイクルのあらゆる段階で検索を利用していると報告していま
す。4 Googleでの検索数は、2004年の730億件、2012年の1.2兆
件から、現在では年間2兆件以上になっています。5 自然言語処
理（NLP）によって、検索エンジンは私たちの最も複雑な質問に
も答えることができるようになり、そのため、私たちはさらに検
索したいと思っています。

"人は、より自然
な会話型の質問
でコンピュータに
話しかけるように
なっています"

クリスティ・オルセン氏  
Microsoft エバンジェリズム責任者
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年間のGoogleの検索数

10億

1999年 2000年 2001年 2004年 2008年 2012年 2016年

140億 550億 730億

3,650億

1.2兆

2兆以上
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消費者の意図を満たすことで 
収益を増やす方法

この検索行動の根本的な変化は、 
マーケターにとって2つの大きな 
変化をもたらしました：

顧客は今、カスタマージャーニーを 
完全にコントールできるようになりました。

こうした変化により、「従来のプッシュ型のマーケティング」の
効果が薄くなってきています。顧客が検索した時に必要な情
報を正確に得られることに気づくと、関係のない広告やコン
テンツをクリックしたり、閲覧する可能性は低くなるといえます。

インターネットユーザー全体の47%が広告ブロッカーを使用し
ている現在、広告を実施しても、その広告を目にするのは既存
のオーディエンスの半数に過ぎません。また、インテントマーケ
ティング（「プル型マーケティング」とも呼ばれています）では、
顧客の質問や行動に基づいて、顧客が必要としている情報を正
確に提供しているため、顧客の邪魔をすることはありません。

プッシュ型マーケティング：
プッシュ型マーケティングとは、製品やサービスを使用
する可能性のあるすべての人の注意を引くことを目的
とした広告などの手法のことです。テレビコマーシャル、
広告、ダイレクトメールなどが一例です。

プル型マーケティング：
インテントマーケティングはこのカテゴリーに属します。
プル型マーケティングでは、特定の製品やサービスに対
するニーズを示した消費者に対してのみコンテンツを提
供します。会社のニュースレターの配信への同意や、関
連アプリの通知の許可など、消費者が明示的に同意
する場合もあり、質問や検索ワードを通じて欲求を示
す場合もあります。こうした消費者の明示的または暗
示的なニーズに応えるのがインテントマーケティング 

です。

1

プッシュ型 
マーケティング 
vs  プル型 
マーケティング
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顧客はこれまで以上に検索しており、より多くの単語を含む会
話的な質問をするようになっています。企業やブランドにとって
見逃せないのが、これらのタイプの質問にはより高いレベルの
意図を示しているため、コンバージョンしやすくなっています。

顧客が長い質問をするときは、よりフォーカスされた検索意
図を持ち、顧客は購入する準備ができています。実際、長い質
問ほど、顧客があなたのページをクリックする可能性が高くな
ります。長い（6以上）単語のクエリは、短い（1つの）単語のクエ
リに比べて、クリックされる可能性が55%高くなります。7

例えば、ある消費者が「法律事務所」といったキーワードを検
索した場合、法律事務所の構造について知りたいのかもしれま
せんし、近隣の法律事務所について大まかに調べたいのかもし
れません。しかし、「ユタ州ソルトレークシティで弁護士を見つ
けるには」というような検索からは、顧客が購買に近い段階に
いることが分かります。これは、特定の行動を取る準備ができて
いる可能性が高い人、すなわち、ソルトレイクシティに拠点を置
く法律事務所のサービスを受けることです。法律事務所を運営
している組織であれば、あらゆる検索体験でこうした質問に答
えられる体制を整えなければなりません。そうでなければ、モチ
ベーションの高い潜在的な顧客を失うリスクがあります。

キーワードを超えて考えるべき理由を、もう一つの例で考えてみ
ましょう。ある顧客が「浴室リフォームのヒント」と検索したとし
ます。リフォーム関連の調査としては初期の段階にあるかもし

2
れませんが、クエリからはリフォームに対する意図が見て取れ
ます。ホームセンターを運営するホームデポなどの企業がその
ニーズを満たすことができます。しかし、ホームデポが、もし購入
ファネルに沿ってすべての意図ベースの、会話型の検索ではなく

「Home Depot/ホームデポ」や「ホームセンター」などのキーワー
ドを重視していたとしたら、このカスタマージャーニーに対して
サービスを提供することはできません。

今日のカスタマージャーニーは、来店からではなく、質問から
始まります。それは、インテントマーケティングが、いかにマーケ
ティングファネルを再定義しているかということです。自然言語
処理（NLP）で検索体験が向上したことで、検索数が今まで以
上に多くなっています。その結果、ユーザーがインテント（検索
意図）を示す機会も増加しているのです。

こうした検索を行う消費者の購買意欲が高いことを考慮すれば、
インテントや検索がウェブトラフィックのおよそ62%を占めてい
る理由は容易に理解できるでしょう。8 意図の高い長いクエリへ
の回答は、クリックにつながる可能性が37%高くなります。9 つ
まり、どこで検索しても、その瞬間に顧客を見つけることができ
る企業やブランドにとって、より大きなROIを意味しています。

消費者は常により大きな、より広い方法で意図を示しています。
こうしたニーズに応え、自社ウェブサイトやサードパーティの検
索サービス上で重要な瞬間に顧客にリーチできるかどうかは、
企業やブランド次第です。

自然言語での検索が長くなるということは、
収益の機会が増えるということです。

意図の高い、長いクエリへの
回答は、クリックにつながる可
能性が37%高くなります
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インテント 
マーケティング 
戦略を構築する
方法

パート2
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では、消費者の意図を判断するには、どうすればよいでしょうか。顧客の行動を長期的に分析するこ
とで、検索エンジンのクエリや、購入、予約、ニュースレターの登録、求人応募、来店など、コンバー
ジョンにつながるウェブサイト上のエンゲージメントを促進するコンテンツなどの傾向を特定するこ
とができます。そして、これらの行動をとる見込み客をターゲットすることができます。

ここでは、検索データから読み取れるトレンドに基づいて消費者のインテント（検索意図）を判断し、
それに応じてマーケティングを最適化する方法をご紹介します。

キーワードの調査を実施する
購買意図の高いキーワードを把握することは、インテントマーケティング戦略を構築する上で非常に重要です。
業界にかかわらず、取引の意図を表す一般的なワードはいくつかあります。

検索の種類 含まれるワード ニーズ

案内型 「来店」に関わるキーワード - 営
業時間、近くの、どこなど

来店に必要な情報を得る

情報収集型

「情報や調査」ためのキーワー
ド - 方法、コツ、ガイドなど、コン
テンツ（ブログ記事や詳細なイン
フォグラフィックなど）へのニー
ズを示すもの

何らかの情報を得る

取引型 「購買」に関わるキーワード -  
買う、来店、購入など

購入する

これらの検索カテゴリーはすべて、カスタマージャーニーの重要
な瞬間を明らかにしていますが、「取引型」カテゴリーで検索さ
れたキーワードは、最も高い購買意欲を示しています。例えば、
「火災保険 見積もり マンション」と検索しているユーザーは、
近いうちに火災保険を購入したいと考えている可能性が高く、
「どんな保険が必要か」と検索しているユーザーは、購入する
前にもう少し調査が必要になるかもしれません。

この段階で最も重要なことは、顧客がどのような購買意欲の
高い検索を行うのかを理解し、適切なコンテンツ（例えば、無
料の保険見積を入手できるランディングページなど）で顧客
のために優先順位をつけることです。また、Google Trendsや
Google Search Console、Answer The Publicなどの無償・有償
のツールを利用すれば、ウェブサイトがランキングされている検
索ワードを特定し、関連する検索フレーズ、コンテンツを最適
化するための方法、競合他社がそのワードで、どのようにラン
キングされているかなどのデータなどを把握することができ 
ます。
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Answer The Public（日本語未対応）
検索クエリと提案されたオートコンプリートを可
視化する無料のキーワードツールです。顧客が自
社のビジネスに関して何を探しているのかを理解
するのに役立ちます。「5W（いつ、どこ、何、誰、な
ぜ）」に加え、「方法（how）」、「できる（can）」、
「どの（which）」、「になる（will）」のカテゴリー
で構成され、回答すべき重要な質問を理解するこ
とで、コンテンツ戦略に役立てられます。

Kparser（日本語未対応）
「ロングテールの提案」に注目したキーワード調
査ツールです。購買意欲の高い、複数のキーワード
での検索をより深く理解するのに役立ちます。 

Google Trends
ある単語がGoogleでどれだけ検索されているかと
いうトレンドをグラフで見ることができるツールで
す。検索数の急激な増減を経時的に確認し、検索
傾向を全体的または特定の地域に絞って把握する
のに便利です。

Google Search Console
ウェブサイトの運営に役立つツールで、サイトの検
索トラフィックや掲載順位を測定できるほか、問
題を修正し、Google 検索結果でのサイトの注目
度を高めることができます。Google検索結果への
対応についてはこのツールの活用から始めるのが
最適です。

重要な検索ワードを特定する
のに役立つツール

* Answer The Publicの結果例

https://www.answerthepublic.com/
https://www.kparser.com/
https://trends.google.com/trends/?geo=US
https://search.google.com/search-console/about
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検索エンジンの結果ページ（SERP） 
のデータを活用し、ロングテール 
クエリに最適化
キーワードやフレーズだけで消費者の意図を完全に読み解くこ
とはできません。検索エンジンが購買意欲の高い検索とみなす
ものを理解する上では、より包括的なデータの分析が必要とな
ります。

このためには、キャッシュをクリアし、特定したキーワードやフ
レーズでシークレットモードにして検索を行ってみましょう。例
えば、「住宅保険の購入」を検索して、Googleのおすすめ検索
やGoogleアンサーボックス、Googleのオートフィルサジェスト
に何が表示されるかを確認してみましょう。これは、検索に関
するより広いコンテキストを理解するのに役立ち、どのトピック
が、その検索クエリに最も関連しているとみなされるかを理解す
るのに役立ちます。また、複数のエンジン、デバイス、音声アシス
タントで同じ検索を行い、さらにコンテキストを得ることも重要
です。

オートコンプリートは、人々が理論的にどのようなロングテール
のキーワードを使っているかを理解するのにも役立ちます。オー
ガニック検索戦略において、購入意欲の高いロングテールキー
ワードにターゲットを絞ることで、より高い投資対効果を得るこ
とができます。これらのクエリには、自社の属する業界全体に関
するインテントも含まれます。以下のような検索クエリでは、リ
フォームの最初の段階にあることを示す「浴室のリフォーム」の
ようなクエリも含まれるので留意しましょう。

このような調査が完了したら、こうした多次元的なロングテール
のクエリに実際に答えを提供する企業独自のナレッジグラフの
構築とメンテナンスに取り掛かります。この内容については、次
の「企業のナレッジグラフをインテント戦略に活用する」で詳し
く紹介します。
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意図に合わせて 
コンテンツを最適化
消費者が、検索であなたの企業やブランドを見つける方法を理
解したら、次はその瞬間に役立つ情報を提供できるようにしま
す。そうでなければ、顧客はその場を離れてしまうでしょう。検
索結果に表示されることは最初のステップですが、表示される
コンテンツが、消費者がもっと知りたいと思っているのか、積極
的に取引をしたいと思っているのかなど、消費者の意図と一致し

ているかどうかが大変重要です。そうすることで、ブランドの詳
細情報の表示や積極的な購買行動につなげることができるで
しょう。実際、Think With Google調査では、スマートフォンユー
ザーの51%が、検索を開始した企業やブランドとは別のブランド
が提供する情報の方が有用と判断したために、別のブランドか
ら購入したことがあると回答しています。10

"マーケターは、顧客の立場に
立って顧客が何を求めているの
かを知り、その背後にあるイン
テントを理解しなければなりま
せん"

「マーケターは、顧客の立場に立って顧客が何を求めているの
かを知り、その背後にあるインテントを理解しなければなりま
せん」とMicrosoft エバンジェリズム責任者のオルセン氏は語り
ます。「重要なのは、その顧客が何を質問しているか、何をして
いるかを先入観なしに捉えることです。」

ロングテールキーワードを決め、正しいタイプのクエリ（情報収
集型と取引型）にマッチするようにコンテンツを最適化しましょ

う。これらのロングテールキーワードに対応した具体的で構造
化されたコンテンツを作成することで、顧客が最も意図を持っ
た瞬間にあなたのビジネスを見つけることができ、より多くのト
ラフィックとコンバージョンにつなげることができます。

クリスティ・オルセン氏  
Microsoft エバンジェリズム責任者
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企業独自のナレッジグラフを
インテント戦略に活用
多次元的かつロングテールの検索を行う顧客は価値がありま
す。また、このような検索を企業やブランドのウェブサイトで直
接検索を行うと、顧客は購買する可能性が高くなります。企業
ウェブサイトで検索をしたユーザーは、検索しないユーザーに
比べてコンバージョンする確率が1.8倍高く、サイト内検索の機
能を利用するウェブサイトへの訪問者の15%が、ウェブサイトか
ら得られる収益の45%を占めています。11 

しかし、あまりに多くの企業やブランドが、大きなチャンスを逃
しています。企業やブランドは自社サイトとサードパーティサイ
トの両方で顧客が求める答えを直接、提供できていないので
す。Google検索結果で多元的な質問に回答できない企業やブ
ランドは、そのクエリの検索結果に表示されず、代わりに競合
他社が表示されることになります。同様に、企業ウェブサイトで
数回クリックして満足のいく回答が得られない場合、そのユー
ザーはおそらく諦めてしまいます。調査によれば、15秒以内に
探している内容が見つけられない場合、ユーザーの大半がその
ウェブサイトから離脱します。12 そうしたユーザーは、その後、
検索エンジンへと戻り、競合他社に流れてしまう可能性が高ま
ります。

サードパーティの検索サービスと自社サイトの双方で回答を提
供することで、成果を上げることができます。それを実現するの
がナレッジグラフです。ナレッジグラフに自社に関する正しい
情報（またはエンティティ）を柔軟で双方向の関係でリンクさ
れた状態で保管することができます。ナレッジグラフは、自社
のマーテックスタック全体でAI（人工知能）を活用し、消費者
が検索を行うあらゆる場所で質問に答えるための基盤になり 
ます。

店舗、サービス、キャンペーンやイベントなどについて顧客が検
索を行うとき、こうした単語そのものを探しているのではありま
せん。こうした単語に関連する具体的な情報を探しているので
す。ナレッジグラフは、お客様が具体的に何を探しているかを理
解できるので、お客様が求めている情報を提供するのに役立ち
ます。実際にその方法を見てみましょう。
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サードパーティの検索で答えを提供する

自社ウェブサイトで答えを提供する

例を挙げてみましょう。皮膚科の受診を考えている患者が、「土
曜に営業している近くのおすすめの皮膚科医」とGoogle検
索を行ったとします。こうした質問に正確に回答するには、評価

（「おすすめの」）、専門（「皮膚科」）、クリニックの場所（「近く
の」）、営業時間（「土曜日」）といった情報が必要です。マーケ
ティング、管理、拠点やコンプライアンスなどに関連する答えを、
企業として提供するにはどうすればよいでしょうか。

ナレッジグラフを使って、これらすべてのエンティティ（評価、 
専門家、場所）間の関係を定義することができます。

それによって、検索エンジンは、この質問に答えることができ、
検索結果に表示される可能性が高まります。消費者が購買意
欲が高い瞬間にリーチすることができるのです。

また、顧客が自社ウェブサイトでこのような検索をした時にも、
同じ品質の体験を提供する必要があります。顧客が特定のアク
ションを起こすことができるような回答を提供するには、この
クエリのすべての要素と、それらが互いにどのように関連してい
るのかを理解する必要があります。

サイト内検索をした時に検索結果にキーワードのみを含むブ
ルーリンクの一覧を表示するのではなく、顧客が求める情報を
検索エンジンのようにダイレクトに表示することで、電話や予
約など、サイト訪問の目的となるCTA（Call to Action）へ誘導
し、コンバージョンをアップさせることができます。

SEOの専門家で元Googleのエンジニアであるフィリ・ウィーゼ
氏は次のように語ります。「ランディングページでのユーザー
の期待値を管理することは、これまで以上に重要です。」イン
デックス可能なランディングページの重要な質問は、「ユニーク
なセールスポイントは何か」ということです。この質問は、ユー
ザーのインテントに対応する上で重要です。

「企業のウェブサイトは、消費者の意図に対応し、消費者が意
図した瞬間にコンバージョンすることに焦点を当ててデザイン
されなければなりません」とウィーゼ氏は続けます。「そもそも
ウェブサイトは、ビジネスとコンバージョンを促進するためのも
のです。」
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成功のための
インテント 
マーケティング
組織の構築

パート3
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組織: 主な担当者
上述のガイドラインに沿ってインテントマーケティング戦略の方
向性を決定したら、最後のステップとして、継続的な体制作りと
実践のための効果的なプランを策定します。これにより、意図
の瞬間に顧客にリーチするプロセスを合理化することができ、
そしてROIを最大化することができます。しかし、社内のチーム
の、どのメンバーに、どのような役割を割り当てるかを決めるの
は難しいかもしれません。

ここで最も重要なのは、一連の責任範囲を定めることです。ポ
ジションのレベルや役職は組織によって異なりますが、これら
のスキルセットは効果的なインテントマーケティング組織を構
築するために必要なものです。大きなマーケティングチームであ
れば、これらの責任をより多くの人に分担することになるでしょ
うが、小規模なビジネスであれば、達成可能なものになるはず
です。

インテントマーケティングチームをサッカーチームに例えると
すれば、まずはヘッドコーチ、数人の主要な選手が必要です
が、戦略の複雑度や戦略に携わる人数は組織によって異なりま
す。
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マーケティングディレクター
組織の「ヘッドコーチ」役を務め、チームが実践するゲームプランを作成する役割を担
います。インテントマーケティング戦略を包括的に管理し、チームを監督する責任を負
います。

インテントマーケティングのブランド戦略を作成するだけでなく、それを確実に実行さ
れるようにすることが仕事です。組織全体にインテントの重要性を伝え、営業や製品
などの主要なチームの賛同を得ることを意味します。このリーダーは、マクロレベルで
消費者のインテント行動の傾向を見極め、その情報をマーケティングチームの日々の
活動の指針とすることが求められています。

システムアナリスト
「得点」にフォーカスし、インテントマーケティング組織の中心にいます。企業のナ
レッジグラフのオーナーとして最適化と戦略の先頭に立ち、ヘッドコーチからの包括
的な目標に耳を傾け、ボールをネットに入れることに主な責任を負っています。

マーケティングリーダーとして、この役割を組織に合わせて調整することができ、技術
的には社内外のどちらでも構いません。重要なのは、消費者が何を探しているのか、
どのような経験があなたのビジネスカテゴリの検索で起こっているのかについての
データを分析するプロジェクトをリードすることです。そのフィードバックを使用して、
顧客が探している答えを提供できるようにします。また、他のステークホルダーと協力
しながら、ウェブサイトと検索データを活用して、自社の情報を構造化するプロセスを
担当します。

ヘッドコーチ

ストライカー

ミッドフィル
ダー
オフェンスとディフェンスラ
インをつなぎ、ボールをトラン
ジションさせ、すべてがスムー
ズに動くようにするプレイヤー
です。人数とタスクの内容は
組織の規模に応じて異なりま
す。

デジタル担当ディレクター
企業によってはeコマース担当ディレクターと呼ばれる場合もありますが、どちらの場
合でも、「検索専門家」として、自社のウェブサイトのインテントに最適化することが
重要な任務です。

自社ウェブサイトを訪問した顧客がどのような質問をしているのかを深く理解してい
る必要があります。どのような答えを求めているか、何をクリックするか、どのような
ジャーニーがトランザクションに結びついているか、さらに、最もシームレスなユー
ザーエクスペリエンスを提供するため、サイトのレイアウトと機能の両方をどう改善す
べきか。こうした理解に基づき、ウェブサイト訪問者の増加、コンバージョン率の向上
など、収益を促進する自社サイト、サードパーティサイトに戦略的かつ戦術的な変更を
加えることができます。
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CMO（マーケティング責任者）
最後に、トップレベルで自社のマーケティング戦略全体のゲームプラン作成、実施とモ
ニタリングを担当します。インテントマーケティングのリーダーとして、戦略の実践、 
および既存のすべてのマーケティングとの統合を進め、完全に統合されたマーケ
ティング戦略を構築します。

ジェネラル 
マネージャー

ディフェン
ダー
ディフェンスラインを守りつ
つ、攻撃を仕掛けるプレイ
ヤーをサポートします。

プロジェクトマネージャー

組織のサポート役として、上記のリーダーを支える役割を担います。プロジェクトマ
ネージャーは、インテントマーケティング戦略がチームのすべてのアクションにおいて
確実に実装されていることを確認します。また、コンテンツ/デザインチームは、デジ
タルマーケティングマネージャーと連携してインテントマーケティング戦略に沿ってデ
ザインされたコンテンツの作成と最適化を行います。

 

デジタルマーケティングストラテジスト/ 
マーケティングアナリスト
SEOに焦点を当てて自社ウェブサイトからのインテントを最適化することを担当し 
ます。オーガニックトラフィックの分析、モニタリングに加え、インテントに合ったウェ
ブサイトコピーなどの最適化を行います。

ビジネスに特化した購買意欲の高いキーワードの最適化に精通し、顧客の意図を総
合的に理解する専門家でなければなりません。

SEOに関するパフォーマンスデータを見て、ウェブサイト上のカスタマージャーニーを
分析し、組織内の他の主要なステークホルダーにインテントに関する適切なインサイ
トを提供します。ナレッジグラフの活用に関する意思決定に必要なインサイトを提供
することに重点を置いています。
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インテントアクションプランの実践

今すぐ開始しよう

重要な役割が網羅されていることを確認したら、次は行動に移
す時です。詳細なアクションプランは、既存のリソースに合わせ
て調整する必要がありますが、3つの重要なステップが含まれて
いる必要があります。

 ☐ 消費者の意図を調査し、その情報をもとに、その意図に合

わせてウェブサイトにどのようなコンテンツを掲載すべき
かを考えましょう。これにより、サードパーティの検索サー
ビスでの自社の検索シェアを把握し、自社サイトで質問に
答えることができるようになります。インテントの調査方法
については、前述の「インテントマーケティング戦略を構築
する方法」を参照してください。

変化は今日から始まります。

その理由は、現在のマーケティングテクノロジースタックそのも
のが、コンピューターが自然言語を解さなかった時代に考案さ
れたものだからです。今や、コンピューターは私たちの言葉を理
解するようになりました。

戦略とテクノロジーの基本はシフトする必要がありますが、そう
でなければ、今世界が求めている方法で顧客にリーチし、エン
ゲージメントすることはできません。インバウンドマーケティン
グが主流の組織は、アウトバウンドマーケティングを主に活用
している組織に比べて、1リードあたりのコストが61%低く13、
インテントマーケティングに対応した組織を築くことで、これら
の貴重なリードをより多く獲得し、ROIを最大化することがで
きます。しかし、どの企業でも、こうした目標の実現には時間が
かかります。そのため、今取り組みを始めなければならないの
です。消費者の68%が、検索した時に欲しい情報が見つからな
かったウェブサイトは再訪しないと回答しており、対策をしない
ことは大きな機会損失につながります。14

 ☐ 必要なコンテンツがわかったら、スキーマタグを利用して、

検索エンジンが情報を読み取れるよう、構造化データを実
装してください。

 ☐ 最後は、見た目も美しいデザインで仕上げます。ナビゲー

ションが分かりやすく、検索バーを目立つように表示し、 
見て心地よいと思えるようなウェブサイトを作成しましょ
う。ウェブサイトは質問に答えるためにデザインされ、顧客
のとってシンプルで直感的なものでなければなりません。

成功に向けて、インテントマーケティング組織を立ち上げれ
ば、時間をかけて顧客への理解を深め、変わり続ける消費者の
ジャーニーにもシームレスに適応することができるようになり 
ます。

インテントマーケティングを第一としたアプローチにシフトする
ことは一夜で起こることではありませんが、顧客が意図した瞬
間に顧客のニーズを満たすことで得られる効果は大きいと考え
られます。インテントマーケティングは、従来のマーケティング
よりも価値があります。プッシュ型マーケティングへの投資とバ
ランスを取る一方で、パーソナライズされた体験を作り出し、 
顧客に価値ある答えを提供します。クリックからのコンバー
ジョン率を高め、最終的に顧客の満足度向上と収益を増やすこ
とができます。
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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、自社サイトや、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。

詳細についてはyext.co.jpを参照してください。

https://www.yext.co.jp/

