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今日のデジタル・カスタマージャーニーは、これ
までにないほど多様で断片的なものとなってい 
ます。音声検索の普及、コネクテッドデバイスの大量 
導入、Google、Pinterest、Bing、Yelpなどのデジタ
ル・サービスによるディスカバリー体験の継続的な 
進化により、デジタル上での顧客接点はますます 
複雑になっています。顧客がブランドを発見し、 
エンゲージメントし、取引する方法はこれまで以上
に増えています。まだマーケティングファネルモデル
に頼っている組織は取り残されてしまうでしょう。 
Googleが述べるように、現在の「ジャーニーの大半
はファネルとは全く似ていない… 2 人 の 消費者の 
カスタマージャーニーは 全く異 なるもの」とい 
ます。1

Forrester社のデータによると、95%
の顧客が1回のインタラクションで 
3つ以上のチャネルを使って企業とつ 
な がり、6 2 %が 複 数のデバイスを 
使っています。2

カスタマージャーニーは
断片化しています。

非常に多くのタッチポイントとユニークな取引経路
がある中で、マーケターはどのようにして、これらの 
マルチチャネルのカスタマージャーニーで優れた 
体験をスケールアップして提供することができるの 
でしょうか？
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マーケターにとって幸いなことに、顧客が情報を 
探す、予約する、購入するなど、カスタマージャーニー 
はますます検索体験を中心にしたものになってきて 
います。実際、90%以上の顧客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 
しており、マーケターにとっては個々のジャーニーに 
インパクトを与える機会となっています。

私たちがインターネットにアクセスするために使用 
している技術が、過去10年間でどのように進化して
きたかを考えてみましょう。

ブラウザでの検索統合の強化から、今日の音声検索
の普及に至るまで、これらの技術革新によって検索
は日常生活で欠かせないものとなりました。

今日のマーケターが直面している3つの新しいトレンド
と、CMSで構築されたコンテンツを検索で見つけや
すくするための3つの方法をご紹介します。

「新しいテクノロジーがカスタマージャーニーの形を変える中、マーケ
ターはブランド体験を管理するための戦略的なソリューションを必要
としています。模範的な体験ツールと構造化されたデータ管理、顧客
第一主義の考え方を組み合わせることで、企業やブランドは消費者の
意図する瞬間にリーチし、エンゲージメントとコンバージョンを促進
することができます。」

Cody Cnrkovich、プラットフォームパートナー & 戦略責任者

2008 
Googleが2008年にChromeの
アドレスバーに検索を追加

2012 
Firefoxが2012年にAwesomeBar
経由でブラウザのアドレスバーに
検索を追加

2016 
2016年5月 Google 
Assistantの提供開始

2011 
2011年10月 
Siriの提供開始

2014 
2014年11月 Amazon 
Alexaの提供開始
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顧客は企業のホームページ 
よりも特定のランディング
ページに直接たどり着き 
ます

純粋にキーワードや検索用語でランキング付けする
のではなく、現在では検索エンジンが検索結果や 
回答を提供する際に、検索者の意図を解析するよ
うになっています。消費者はこの検索体験の向上の 
恩恵を受けることができ、マーケターにとっては、 
顧客がウェブサイトにたどり着く方法に変化をも
たらすことになります。ホームページからデジタル 
体験を介してナビゲートされるのではなく、より具体
的なニーズに合ったページに着地する人が増えてい
ます。

顧客は、複雑なデジタル・ジャーニーをナビゲート
し、目的を明確にするために、ロングテール検索 
をより頻 繁に活用しています。ロングテールキー 
ワードとは、月間検索ボリュームが少ない特定性の
高いキーワードです。コンバージョンを促進する可能 
性が高く、検索ボリュームの多い一般的な用語よりも 
検 索 結 果 の上 位に表 示されるのが比 較 的 容 易 
です。

ここで留意しておきたいのが、Googleは検索者の 
意図とより良い答えを一致させようとしています。 
つまり、カテゴリページ、記事、およびローカルページ
などのウェブサイト上の特定のランディングページ
は、ホームページよりも優れたパフォーマンスを維
持し、より多くのトラフィックを引き付けることがで
きることを意味します。Yextのユーザーで、過去2年
間でホームページのトラフィックが横ばい、もしくは 
減少しているが、他のページで2～3倍のトラフィック
を獲得している例もあります。

ランディングページへのトラフィックの 
増加は、コンバージョンのチャンスです。 
700万人を対象としたConductor社の調
査によれば、ロングテール検索ではコン
バージョン率が2.5倍になっていることが
分かりました。

トレンド  1
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CMSで構築されたページを検索
意図に合わせて最適化

キーワード調査を最新の状態に保つ：
キーワード調査を実施して、消費者が検索しているものや探している答えを
提供するランディングページを用意するようにしましょう。　

 
質問に対応するページやコンテンツを作成：
消費者は、貴社の製品、サービス、ブランドについて質問をしています。 
このような質問は、検索データや、ターゲットとなる用語でランク付けされた 
コンテンツを分析することで見つけることができます。これらの質問とその
回答をFAQページ、製品ナレッジベース、ブログに追加することで、検索結果 
のシェアとWebサイトへのオーガニックトラフィックを増加させることがで
きます。

レポートを更新して、こうした行動を確認：
ダッシュボードやレポートを使ってトラフィックを分析してセグメント化し、 
ロケーションページ、カテゴリーページ、記事やその他のランディングページ
をホームページと比較します。

対策
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構造化データは進化
するインターネットの
基盤である

トレンド  2

マーケターは、ウェブサイトやトランザクションポイントが顧客の 
デジタルジャーニーとどう接し、繋がるのかを再考することで、チャ
ネル、プラットフォーム、デバイスの多様化、進化に適応しなければ
なりません。

かつて、検索結果として、ページ上に青い10件のリンクが表示されて
いました。しかし現在では、検索エンジンは、ユーザーの検索意図
を反映した構造化された直接的な答えを消費者に提供しています。

ローカルマップパックでも製品カルーセルでも、サードパーティの 
検索体験にはブランドからの詳細な情報が必要です。それは、自社
サイトのページにユーザーを誘導し、その検索意図に応える情報と
同じものです。

構造化データは、検索エンジンがコンテンツをより正確に、より深い
レベルで理解するのに役立ち、ユーザーがより関連性の高い結果を
見つけられるようにすると同時に、「Google検索結果での表示の強
化」を可能にします。4 ローカルページ、イベントページ、製品ページ
など、SERP（検索結果ページ）上に表示されるウェブサイトのページ
では、構造化データを活用して検索エンジンやインテリジェントアシ
スタントとの接続を確立できるようにすることが重要です。

「一般的に、リッチリザルトは、ユーザーが自分のページが検索 
にどのように関連しているかをよりよく理 解するのに役 立ち、 
そ れ が ウェブ サ イト の 成 功 に つ な が って い きま す。」例 え
ば、Googleでは、Eventbrite社がイベント構造化データを活用
し、検索からのトラフィックが前年対比で100%増加したとしてい 
ます。5
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企業やブランドのデータ
を検索向けに最適化する

1. データは正確ですか？
社内で、そうしたデータの情報源となるのはどこですか？誰が、そうしたデー
タを保有していますか？

2. データの一つ一つにランディングページがありますか？ 
店 舗ごとに店 舗 ページはありますか。製 品 ページやカテゴリページ 
はありますか。それぞれのイベントページや求人ページも必 要です。 
1つ1つのランディングページが消費者の問い合わせに対する答えとなり、 
ページがないことはビジネスの損失を意味します。

3. 各ページのデータがSchema.orgのベストプラクティス
に従って適切にマークアップされていますか？ 
Googleでは、Webクローラーに表示されるようにURLをスクレイプして解釈
する構造化データテストツールを提供しています。

社内で構造化データ分析を実行します。ウェブサイトでは、どのような構造化されたデータ
がありますか？一般的なタイプには、場所、商品、イベント、求人、スタッフなどがあります。

対策

https://search.google.com/structured-data/testing-tool
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サードパーティの体験は、エン
ゲージメントとトラフィックを
促進する要因となっている

検索体験の進化に伴い、顧客はさまざまな経路で貴
社のウェブサイトにアクセスするだけでなく、サード
パーティの体験に直接行動を起こすようになってい
ます。GoogleやYelpなどのプラットフォームでは、顧
客は直接クリックしてサイトのEコマース体験にアク
セスしたり、電話をかけたり、注文をしたり、車での
道案内を受けたりすることで、ブランドとエンゲージ
メントを取ることができます。2017年のYextの調査 
では、アプリ、マップ、検索結果、ソーシャルネット 
ワークなどのサードパーティサービスでのインプレッ
ション数は、企業のウェブサイトの平均約2.7倍に上
ることが判明しました。6

これはかなりの数のカスタマージャーニーに相当し、
その多くは貴社のウェブサイトに継続してアクセス 
することになります。音声検索の場合、28%の顧客
は音声検索をした後に店舗などに電話をかけ、27%
の顧客はウェブサイトに進みます。7

マーケターは、このような状況下で企業やブランド
が存在していることを確認し、ユーザーがブランドの
ウェブサイトに戻ってくるように最適化された体験を
提供することで、これらの購買意欲の高いリードを
獲得しなければなりません。CMSを拡張して、こうし
た自社サイト外での体験を最適化していくことがで
きます。

28％の顧客が音声検索した後
に店舗に電話をしています。

トレンド  3
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自社ウェブサイト外からのトラフィック
を促進するため最適化する

サードパーティのサービスで貴社のブランド情報が確実かつ正確に表示 
されるようにします。電話番号や住所などのデータは、音声アシスタントや
ライドシェアアプリが顧客と企業をつなぐために利用しており、情報の欠落
がカスタマージャーニーを阻害しています。

ビジネスに価値のあるサードパーティサービスの状況に合わせてランディン
グページをカスタマイズします。ここでは例をご紹介します。

• Google マイビジネスで恵比寿エリアの店舗情報を閲覧する消費者には、 
ホームページやストアファインダーではなく、関連する店舗ページにリンク
することで、シームレスなカスタマージャーニーを提供しましょう。

• 外食・サービス業界では、ロケーション固有のメニュー・サービス 
ページ、ロケーション固有のオンライン注文・予約ページを作成して 
リンクし、予約プラットフォームのURLが適切にリンクされていることを
確認します。

自社サイト外のインプレッションやエンゲージメント、さらにサードパーティ
のサービス由来のトラフィックを含めるようレポートを作成します。複数の 
トラッキングURLを活用して、YelpやGoogleなどの各プラットフォームから
のトラフィックレポートを用意します。

対策
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音声検索と視覚的な検索
体験の増加により、さら
に断片化が進む

ここまで、検索の進化に対応するため、今、どう戦略
を転換すべきかをご紹介しましたが、将来についても
考えておく必要があります。音声検索デバイスの世
界市場規模は2018年の第2四半期に187%拡大しま
した。8 スマートスピーカーのユーザーの76%が毎週 
ローカル検索をしており、音声検索のユーザーの
46%が毎日ローカル検索をしています。また、こうし
たローカル音声検索は、他のチャネルでのやり取り
に繋がる可能性が高くなります。音声検索をした後、
ユーザーの28%が企業や店舗に電話しており、27%
が企業ウェブサイトを訪問しています。また19%が店
舗に来店しています。9

加えて、Pinterestでは、今や6億件もの画像検索が
毎月行われています。10 画像ベースのPinterest広告
のコンバージョン率は8.5%に上るとされ、Pinterest
の広告売上高は2020年までに10億ドルを超えると予
測されています。11 こうした成長の大半を握るのが、 
ミレニアル世代であり、ジェネレーションZとミレニ
アル世代の消費者のおよそ62%が、新しいテクノ 
ロジーの中で最も画像検索を好むとされています。12 
Google、Amazon、PinterestやBingはこうした分野
の開発に注力しており、さらに、GoogleとAmazonは
音声認識と音声検索機能の強化を継続しています。

Gartnerは、2020年までに 
ウェブ 閲 覧 セッション の 
3 0 ％がスクリーンレス化 
すると予測しています。13

コラム



消費者の検索体験の向上のためにCMSを最適化する方法 11

終わりに
このような変化は、マーケティング戦略とそのため
のツール選びに大きな影響を与えます。一見すると、
マーケターにとっては大きな課題が待ち受けている
ように見えるかもしれませんが、マーケターにとって
は、すでにあるウェブサイトを活用するチャンスにな
ります。コンテンツ管理システムは歴史的に、場所、
イベント、求人情報、製品などの情報を含んでいまし
たが、顧客が購入、予約、道案内などの行動を取る
ことも可能にしています。

検索ジャーニーの進化に対応するため、今日のマー
ケターは、構造化データを介してインターネット上の
検索エンジンや非ブランドワードでの検索にCMS 
をより活用する必要があります。こうした情報を検索
エンジンや自社サイト外のエンゲージメントポイント 
に提供しないことで、SERP（検索結果ページ）や 
音声検索で自社ブランドが表示される機会を逃しか
ねません。

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。Ye x t（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
の名だたる企業の多数が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。

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