
マーケティングオートメーション導入には
3つの視点が必要

シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役

庭山一郎
profile
中央大学卒業。1990年9月にシンフォニーマーケティング株式会社を設立。データベー
スマーケティングのコンサルティング、インターネット事業など数多くのマーケティン
グプロジェクトを手掛ける。1997年からBtoBにフォーカスした日本初のマーケティン
グアウトソーシング事業を開始。製造業、IT、建設業、サービス業、流通業など各産業の大
手企業を中心に国内・海外向けのマーケティングサービスを提供している。米国ダイレ
クトマーケティング協会（DMA）会員、中央大学ビジネススクール客員教授。

MA 導入で成功するためのポイント
マーケティング活動を実施する上で基盤となるシステム
であるマーケティングオートメーション（MA）。しかし、
MAを導入したものの想定していた成果を得られずに、
その運用に悩む企業も多いという。MA導入のポイントと
名刺情報の資産価値について、日本におけるBtoBマーケ
ティングの先駆者である庭山一郎さんに語ってもらった。
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MAは企業の「案件を創る力」となる
マーケティングのために設計されたツール

図1：MAで実施できること
マーケティング用に幅広い用途で活用できる
ように設計されている。社内にサイロ化して分
散している営業活動や展示会で集めた名刺な
どの顧客情報を統合的に管理し、効果的に施
策を実施できる。

̶はじめに、MAとはどのようなマーケティングツールな

のでしょうか。

法人営業、すなわちBtoBの世界で、良質な案件を営業や販

売代理店に供給するプロセスを「デマンドジェネレーション」

といいます。それは、リードジェネレーション、いわゆる展示

会やセミナーなどに訪れたリード（見込み客）データの収集活

動に始まり、データマネジメント（リードデータの管理）、Web

コンテンツやメールマガジンなどを通したナーチャリング

（啓蒙・育成活動）、クオリフィケーション（スコアリングによ

る有望なリードの絞り込み）を経て、営業部門へ有望なリード

のリストを渡し、その営業結果のフィードバックをもらうま

での一連のマーケティング活動全般を指しています。

デマンドジェネレーションのプロセスを一貫して担当す

る組織は「デマンドセンター」と呼ばれ、この組織がデマンド

ジェネレーションのためのインフラとして使うツールが

「MA（マーケティングオートメーション）」です。

MAは、それまで普及していたメール配信サービスなどと

は異なり、マーケティング用に設計された統合型プラットフ

ォームです。リードを管理するデータベース作成から、顧客へ

のメール配信、ログ解析やデータ分析システム、Web、チャッ

ト、紙のDM（ダイレクトメール）などのマルチ・コンタクト・

ポイントのスコアリングまでが可能な上に、営業案件を管理

するSFAとのAPI連携機能なども実装しています（図1）。

米国では2000年代初頭からMAの活用が急速に普及して

いますが、日本の企業ではまだ十分に浸透しているとはいえ

ません。なぜなら、これまでの日本企業は既存顧客からの引

き合いだけで売上予算を達成できており、あえてデマンドジ

ェネレーションを行う必要性がなかったからです。しかし、

2008年のリーマンショック以降の需要は減退し、グローバ

ル化の波のさらなる浸透で、日本企業はマーケティングを企

業戦略の中核に据える欧米企業と正面から戦わざるを得な

くなりました。そこで勝ち残るために、「案件を創る力」とし

てマーケティングが必要になり始めたのです。

そのような背景から日本でも2014年ごろから外資系企

業をはじめとする、いくつかの企業が「Eloqua」「Marketo」な

どのMA製品を利用するようになり、BtoB企業のマーケテ

ィング活動を支援していた弊社にもMAについての問い合

わせが増えるようになりました。

SFAとの連携

データ分析 ログ解析
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MA導入で失敗しないために
「3つのS」を理解する

̶MA導入がうまくいかないという声も多いと聞きます

が、どういった原因で失敗してしまうのでしょうか。

MAの「オートメーション」という言葉からマーケティン

グを「自動化」すると勘違いされている方がいらっしゃいま

すが、MAはマーケティングを自動化するのではなく、マー

ケティングのためのツールです。システムが勝手に成果の上

がるマーケティングをやってくれるわけではありません。あ

くまでも、それを使う「人」が重要なのです。

情報システム部門主導によるMA導入は、なかなかうまく

いかないことがあります。もともと情報システム部門という

組織は、営業部門と遠い組織であることが多く、十分なコミ

ュニケーションを取りづらいことが、その理由です。そうい

う状況下にある部門が導入だけを急げば、誰も使わない

MA、いうなれば「屍の山」を築くことになるでしょう。MA導

入に際しては、営業部門に近いマーケティング部門がリーダ

ーシップを握るべきです。

「屍の山」が生まれる要因は、他にもあります。現在は多く

のMA製品がクラウド上での運用管理を前提として設計さ

れています。つまり、クラウド上のサーバーに顧客情報を大

量に置くことになるわけです。そのため、顧客情報管理に関

する自社のコンプライアンスとの整合性を事前にチェック

することが必要です。オンプレミスのMAもありますので、

導入に当たっては、法務部門との事前確認は必須です。

また、デマンドジェネレーションでは、マーケティング活

動を行う目的をきちんと設定しておくことが重要であり、

「取りあえずMAを導入して、使い方は後で考える」という姿

勢では十分な効果を期待することはできません。

どの製品やサービスをどうやってマーケティングするの

か。リードのデータはどういう手段でいつまでにどのぐらい

収集するのか。リードのデータに対して何をキーワードに、

どういう手順で名寄せや競合排除を行うのか。企業情報には

どんな属性情報を付与するのか。どんなコンテンツでナーチ

ャリングして、それを誰が制作するのか……など、全ての課

題に応えるために、最初にきちんとマーケティングの基本設

計を行う必要があります。

つまり、マーケティング活動を始めるには、何をやるべき

なのかという「戦略（Strategy）」、ミッションにふさわしい質

と量の情報を持った「組織（Structure）」を決めた上で、戦略

や組織に最適な「システム（System）」を選ぶことが重要にな

るのです（図2）。

図2：マーケティング活動で重要な「3つのS」
プランなしのMA導入では効果は期待できない。
ここで挙げた「3つのS」の重要性を理解して、導入
前にしっかりとしたプランを立てる必要がある。
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名刺は資産
古い名刺こそ価値がある

̶デマンドジェネレーションにおける重要なプロセスに

ついて教えてください。

デマンドジェネレーションにおける最初のプロセスは、リ

ードデータの収集。つまり「リードジェネレーション」から始

まります。日本でのリードジェネレーションにおいては、展

示会やセミナーなどのイベント、営業やエンジニアなど社員

の名刺交換、Webからの登録という主に3つのチャネルが重

要になります。

「展示会で名刺やアンケートを収集しても売り上げには貢

献しない」と思われる方もいるかもしれませんが、そんなこと

はありません。名刺収集の目的を明確にして獲得したリード

情報を運用し、収集した名刺やアンケートがその後どうなって

いるかをきちんとトレースすれば、日本企業の展示会ほど、効

率よくターゲットデータを収集できる場は他にないのです。

また、展示会での情報収集は若手社員の役目と考え、決定

権のあるリードは獲得できないと考える企業もあるでしょ

う。確かに若手社員に製品選定の決定権はありませんが、今

は25歳の若手社員だったとしても10年たてば課長、課長補

佐といった製品選定における中心的役割を担う可能性を持

っています。名刺データの価値は必ずしも鮮度だけでは測れ

ません。10年前の展示会で得た名刺も十分に役立つ可能性

があるのです。

日本の平均的なビジネスパーソンのデスクの中には、

2000～3000枚の名刺が眠っているといわれています。デ

ータベースマネジメントがきちんとできていれば、その名刺

は極めて高いポテンシャルを秘めた企業の資産となるので

す。デスクで眠ってしまっている大量の名刺を自社内から集

め、マーケティングに活用することも、デマンドセンターの

重要な役割です。

ただし、日本ではまだ名刺は営業担当者の「個人資産」であ

るという考え方が根強いです。また、事業部間に壁が存在し

ている企業も多いと思います。その考え方や壁を打ち破り、

個人が保有している名刺や部署に散在するデータを全て集

め、リードデータを整えることが、マーケティング活動の第

一歩となります（図3）。

なお、BtoBマーケティングでは、基本的にメールアドレス

のないデータはリードデータとしてカウントしません。Web

を訪問した人のIPアドレスから所属企業や個人が特定でき

ても、メールアドレスがないとデジタルのコミュニケーショ

ンができず、営業が訪問して案件化することができないから

です。Webから個人を特定する情報を得るためには、メール

マガジンの登録、ホワイトペーパーなどの資料ダウンロー

ド、動画視聴時などに、何らかの方法で訪問者に「名を名乗っ

てもらう施策」を用意する必要があります。

図3：社員が保有する名刺は企業の資産
いまだに名刺は個人資産という考え方は根強いが、企業
内にある全ての名刺や情報を企業の資産と捉えてもら
い、統合管理ができれば、それはBtoBマーケティングに
おける強力な武器となる。

登録

MA
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MA導入の成功は
企業の本気度にかかっている

̶マーケティング活動におけるナーチャリングやスコア

リングのポイントはどんなところにありますか。

ナーチャリングとは「啓蒙・育成」のことで、マーケティン

グ用語としては「見込み客の育成プロセス」を意味していま

す。BtoBマーケティングにおいて、リードは「内部にニーズ

がなければ案件化しない」とよくいわれます。従って、ナーチ

ャリングでは「企業内にニーズが発芽したときに真っ先に自

社製品を思い出してもらう」ことを目的とします。

一方、スコアリングとは、個人のオンライン、オフラインの

行動解析と、その個人が所属する企業の業種、規模、取引実績

などの属性情報を関連させ、自社の製品やサービスで解決可

能な問題を抱えている有望なリードを見つけることです。

スコアリングは「属性」と「行動」の2軸で評価することが

基本です。属性は個人が所属している企業の業種や規模な

ど、行動とはWeb上で得られるものでいえば「どのページを

何階層まで閲覧したか」などのWeb解析できる行動のこと

です。そのWeb上で得られる行動の情報に加えて、「展示会

に来た」「セミナーに参加した」などのリアルな行動もまたス

コアリングすることができます。スコアリングで気を付けな

ければならないのは「自社と競合する企業をスコア対象から

外す」排除措置です。スコアを上げる要因となるWebページ

閲覧や資料ダウンロードの件数は競合企業ほど多くなる傾

向にあるため、もしそれらをデータから排除しないままリス

トを作成し、営業に渡してしまえば、MAは役に立たないと

いう誤解を生む要因になってしまいます。

そもそも日本企業の弱点は、マーケティングにあるという

のが私の持論です。特に海外での売上比率が高いBtoB企業

にとっては、マーケティングの強化は必須です。

まずは、マーケティング活動で何を実現したいのかを自社

内でよく考えることが重要です。特に、担当者の選定におい

ては、ただなんとなく社員を探して任命するのではなく、マ

ーケティングの基本設計ができる適切な人材を確保する、も

しくは社外のマーケティングプロフェッショナルのサポー

トを受けることが大切です。つまりは、企業がどれだけ本気

になってマーケティングに取り組むことができるのか、それ

がMA導入の成功の鍵となるでしょう。

庭山さんの著書。｢そもそも何のた
めにMAを導入するのか｣という疑
問からマーケティングの在り方ま
でを詳しく説明した一冊。

シンフォニーマーケティング
代表者：庭山一郎
設　立：1990年
資本金：1億2000万円
所在地：東京都中央区日本橋本町3-4-7新日本橋ビル3F

BtoB専門のマーケティングアウトソーシングサービスを主に実施。具
体的には、マーケティング戦略の立案、顧客・見込み客データ管理サー
ビス、Webマーケティングに関するサービス、マーケティングオートメ
ーション導入・運用支援サービス、デマンドセンターの構築・運用支
援サービスなどを行っている。

『BtoBのためのマーケティングオートメーション
正しい選び方・使い方』
庭山一郎 著
翔泳社 刊



名刺を企業の資産に変える

Sansanは、社内にある全ての名刺を集約することで、
名刺を“価値ある資産”に変える名刺管理サービスです。

Sansanを導入することにより、会いたかった人との
つながりを発見することができたり、
自社の強みを知ることができたり、

まだ会ったことのない人との共通の話題が見つかったりします。

名刺を共有することで思いがけないビジネスチャンスに出会える。
これからの仕事の進め方が変わるかもしれません。

※本資料は 2017年 9月に作成されたものです。掲載されている各種情報は作成時点のものです。
※本資料の記事・写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

集積された名刺はビジネスパーソンの
歴史。過去から未来へ蓄積することで
思わぬ発見があります。まだお会いし
たことのない方との共通の話題を見つ
けたり、会いたかった人とのつながり
に気付けたり、全社員がそんな発見を
共有していれば、会話の内容も、一歩
先から始まります。

名刺は相手と面識があるという出会い
の記録。同じチームだけでなく、部門を
越えて名刺を共有することで、普段出
会うことのない思わぬ営業のチャンス
が、舞い込むかもしれません。

営業のチャンスが拡がる 組織のコミュニケーションが
進化する

3Value1Value

社員の生産性があがる

名刺は顧客情報のもとになるデータ。
情報を管理するためのデータ入力、名
刺を探したり、連絡を取る日常のシー
ン、CRM、SFA、マーケティングなどへ
の活用、全社の顧客情報を一カ所に集
約することで、業務を後押しするエン
ジンになります。

2Value

Sansan株式会社　〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル13F　TEL 03-6758-0033 / FAX 03-3409-3133

https://jp.sansan.com

通話無料 0800-100 -9933
（携帯・PHS からも OK）

お問い合わせ

発行：Sansan株式会社


