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はじめに

B2Bマーケターの皆さんは、優良見込み客を獲得して自社製品と
サービスの需要を創出することによって、より効果的に目標を達成
する方法や、営業チームを支援する方法を常に探し求めていること
と思います。従来、マーケターはあらゆる手を尽くし、市場での影
響力を最大化して、リーチが広い需要創出手法を使い、できるだけ
多くの見込み客と関係を構築してきました。そしてそのリードを育成
し、セールスファネルの下へと導いて行きます。このような方法は、
多くの場合、いわば巨大な罠をしかけて、数多くの企業を捕まえる
ことを目的としており、場合によっては有効な方法です。しかし、営
業活動やマーケティング活動を組み立てる方法はそれだけではあり
ません。実は、マーケットの性質によっては、もっと有効な方法が
見つかる可能性があるのです。

アカウントベースドマーケティング（ABM）は、多くの企業にとって、
効果的な代替的マーケティング手法である可能性があります。目立っ
た効果をもたらし、組織の収益を向上させるため、利用できる方法
はすべて検討し、自社の事業にもっとも適したものを選択することが
重要です。  

アカウントベースドマーケティング（ABM）とは、色々な意味で、従
来の需要創出手法の対極に位置するものです。数多くの組織に向け
て広くリーチするのではなく、アカウントベースドマーケティング戦略
を採用する企業では、マーケティングおよび営業リソースを一定の対
象顧客のグループに集中させ、戦略的・組織的なキャンペーンをその
顧客に対して実施することを目指します。ABMの対象となる顧客は、
高い利益を生む顧客であり、多くの場合、自社の製品やソリューショ
ンが適しているとされる顧客です。このような顧客はより高い収益を
生む可能性が高く、また、新たな地域を開拓したり市場に影響を及
ぼしたりする上で有用であるなど、戦略的な重要性を持っていること
が少なくありません。

一般的に ABMマーケターは、購買トランザクションの量を増やすこ
とについては心配しておらず、むしろ価値の高い顧客のグループを選
定することに注力します。多くの企業、特に特定業界の顧客や大企
業の顧客を探している企業は、営業およびマーケティング活動にリー
チ範囲が広い手法を採用するよりも、特定の顧客を対象としたほうが
有益です。教育機関、大規模金融機関、動物クリニックなど、具体
的で、特定可能なターゲットオーディエンスを自社製品とサービスの
対象としている場合も、ABMが最適な手法であることがあります。
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このeBookでは、ABMのメリットを中心に紹介しま
すが、効果的なABMの取り組みを開始するため、今す
ぐ使える明確な戦術もいくつか説明します。その後の
ページでは、他社においてABMがどのように機能し
ているかを、いくつか優れた例で示します。さらに効
率的なABMを組織で考案して実践する方法を、レシ
ピのようにステップを追って説明します。ステップは
次のとおりです。

• 対象顧客の選定

• 効果的な目標の設定

• キャンペーンの策定

• 成功の測定と最適化

考えているよりも簡単に始められる
一般的には、通常のABMの活動は、リソースを大量に使い、展開するのに何年もかかる
と見なされています。しかし、ABMを簡単に開始し、事業ですぐに目に見える成果を出す
方法が存在します。効率的なABMを展開することで、最小限のリソースでマーケティン
グおよび営業活動を効率化することができます。 
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メリット 1：ROIにはっきり現れる
効果的な ABMを行えば、非常に大きな業績を生み
ます。実際、その他のマーケティング活動と比べると、
「B2Bマーケティング戦略または戦術の中で ABMが
もっとも高い ROIを生んでいる」ということがわかっ
ています（2014年 ITSMAアカウントベースドマーケ
ティング調査による）。

Altera Groupでは、以下のような説得力のある統
計を根拠に意見を固めました。

• 97%の回答者が、ABMの ROIはその他のマーケ
ティング活動よりも若干高い、または、はるかに
高いと回答

• 84%の回答者が、ABMは既存の顧客との関係
を維持および拡大する上で、大いに有効であると 

回答 

• 65% の回答者が、ABMは新規顧客を惹きつける
上で、大いに有効であると回答

メリット 2：ターゲットが明確であるため無駄が減る
ABMを導入することで、マーケターはリソースを効率
的に集中させて、対象顧客に合わせて、特に最適化
されたマーケティングプログラムを実施することがで
きます。

ABMでは、どの顧客が適格かを選別して、その顧客
にアプローチします。そのため、営業やマーケティン
グ、実施するプログラムの種類の考え方にも大きな影
響を与えることがあります。ABMでは、リーチ範囲
が広いキャンペーンは行いません。その代わりに、非
常に限られた組織の中の、非常に限られた個人をター
ゲットにする方法を探ります。活動のターゲットを絞
ることで、重要でない買い手や市場セグメントに対す
る営業およびマーケティングリソースの消費を最小限
に抑えます。これによって、多くの場合無駄が大幅に
削減されます。

アカウントベースドマーケティングのメリット
マーケターはABMを採用することで数多くのメリットを体験できますが、一部のメリッ
トはさらに大きな影響を組織に与えます。ABMがもたらす重要なメリットをいくつか見
てみましょう。

97%の回答者が、ABMのROIは若干
高い、または、はるかに高いと回答

84%の回答者が、ABMは既存の顧客
との関係を維持および拡大する上で、
大いに有効であると回答

65%の回答者が、ABMは新規顧客
を惹きつける上で、大いに有効である
と回答



4

メリット 3：パーソナルなものであるため最適化され
ている

ABMでは、特定のオーディエンスに正確に狙いを定
めて営業およびマーケティング活動を行うだけでなく、
キャンペーンで対象オーディエンスの関心を惹きつけ
るように、メッセージやコミュニケーションを特定の
顧客に合わせてパーソナライズすることも行います。
実際、Aberdeenによると、75%の顧客がパーソナラ
イズされたオファーのほうがよいと答えており、これ
は当然の結果といえるでしょう。対象顧客は、自分に
向けて特別に作られたコンテンツや、自分の事業やカ
スタマージャーニーのステージに関連するコンテンツ
に関心を持つ可能性が高いのです。そして ABMはも
ともとパーソナルなものですから、キャンペーンは対
象オーディエンスに合わせて自動的に最適化されたも
のになります。

メリット 4：目標の追跡と測定がやりやすい

ABMのターゲットは明確であるため、そのアナリティ
クスもきわめて明確です。メール、広告、Web、イベ
ントなど、どのようなキャンペーンであれ、効果を分
析する際に、明確な結論を出しやすくなります。とい
うのも、測定対象がデータベース内に広がる膨大な
数の指標やアナリティクスではなく、少数の対象顧客
だからです。ABMの指標と成果の測定方法について
は、後ほどこの eBook内で詳しく見ます。

アカウントベースドマーケティングのメリット

メール、広告、Web、イベントなど、
どのようなキャンペーンであれ、効果
を分析する際に、明確な結論を出し
やすくなります。というのも、測定対
象がデータベース内に広がる膨大な
数の指標やアナリティクスではなく、
少数の対象顧客だからです。
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メリット 5：営業との連携が容易になる

営業チームとマーケティングチームの目標を揃えるこ
とが困難なことについては、多くのことが語られて
きました。しかし ABMは、営業とマーケティングが
連携するもっとも効果的な方法の 1つといえるでしょ
う。なぜなら、ABMプログラムを実施するマーケター
が、営業と同じような発想で業務を行うようになるた
めです。つまり、顧客志向を基本にそのターゲット化
の方法を考え、その顧客を交渉の場に引き込み、そ
してその顧客から収益を発生させる、といった流れ
で業務を行うということです。顧客は、商談中であ
れ成約済みであれ、営業にとっては成功の尺度であ
り、営業が一番大事にしているものです。ABMを実
施するマーケターは、営業と同じような言葉を使う
だけでなく、営業と密接に連携して、対象顧客を洗
い出して、営業プロセス全体を通じて顧客にアプロー
チします。

以上が ABMの中心的なメリットですが、ABMを採
用した組織は、さらに多くのものが得られることが
わかるでしょう。それは次のようなメリットです。

• 営業チームとマーケティングチームが、対象顧客の
獲得という同一の戦略目標のもと、1つにまとまる。

• 収益を生み、それ以外の戦略的重要性を持つ可能
性がもっとも高い顧客に投資するため、ROIが向
上する。

• 最初から特定の見込み客だけに集中するため、マー
ケティングアトリビューションの測定が簡単になる。

• 購入する可能性の度合いに応じて、対象企業を絞
り込んでいるため、営業部がさらに成功を収めるよ
うになる（そして喜ばせることができる）。

• レポート対象が絞られる。データベース全体では
なく、特定の顧客に対する有効性を分析するため、
効果があるものの発見が容易になる。

アカウントベースドマーケティングのメリット
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ABMは貴社に合っているか？

1. マーケティング部と営業部の両方が注目してい
るような、非常に少数の、主に大手の重要顧客、
つまり「理想的な大口顧客（dream accounts）」
をターゲットにする場合。 

例：企業の営業およびマーケティング活動が、
Fortune 100や上位 50社の小売企業に最適な
場合。

2. 特定の業界、特定の技術を使用する企業、非常
に限られたニッチに属する企業など、収益を生む
見込みが高く、似たような特徴を持つ顧客グルー
プをターゲットにする場合。

例：企業の製品やサービスが、金融サービス企
業や特定の規模の大学などに理想的な場合。

要するに、ABMは、特定の企業のリストであれ、もっとも一緒に仕事がしたい企業の
プロフィールであれ、ターゲットオーディエンスに集中することがすべてです。一般的
に、ABMが適している状況は2種類あります。

また、似たような特徴を持つ顧客のグ
ループをターゲットにする場合も有効
です。

非常に少数の、主に大手の重要顧客
をターゲットにする場合に ABMは効
果を発揮します。
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ABMを始める

ステークホルダーの賛同を得る

成功の確率を高めるために、重要なステークホル
ダーの賛同を得るとよいでしょう。営業や重要な経
営幹部など、その他の関係部署と ABMに関する計
画を共有してください。最初は、ABM戦略を実施す
る目的とメリットについて伝えることから始めます。
ステークホルダーが異なれば、共感を呼ぶメリット
も異なることに注意してください。たとえば営業チー
ムは、ABMが成約を増やすのにどれほど役立つか
ということを知りたいと思うでしょう。一方 CFOは、
ABMへの投資により、従来のマーケティング手法よ
りも高い ROIが得られるのはなぜかということを知
りたいと思うでしょう。社内であってもオーディエン
スに応じてメッセージを調整してください。

さらに、ABMプログラムを担当するチームを編成す
ることをお勧めします。たとえば、キャンペーンの責
任者を務める ABMグループマネージャーや、アクティ
ビティアラートを監視し、顧客の進捗を確認する営
業スタッフを決定してください。

場合によっては、会社からの支援がすぐに得られるか
どうかわからない状況でも、この戦略がいかに有効
であるかを証明したいと思うことがあるでしょう。そ
のような場合は、以下のステップを開始すれば、顧客
にプラスの効果を与えることができることを証明でき
ます。

効率的なABM戦略を開始するためには、成功のための基礎を築くことが重要です。
具体的には、ステークホルダーの同意を得ることと、対象顧客を特定することです。
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対象顧客の特定 

このステージは組織ごとに若干異なります。という
のは、各企業は固有の対象顧客を持ち、また特定の
企業や業界を狙う理由が企業により異なるためです。
組織によっては、対象顧客は、CEOや販売責任者
がアプローチするべき顧客を決めているため、簡単
に決まるかもしれません。そうでない場合は、対象
顧客を特定するために、いくつかの要素を使用する
ことがあります。

ABMキャンペーンの対象となる顧客を特定する際に
使用できる戦略をいくつか挙げます。

• 高い利益：一番儲けている企業や有力企業を特定
してください。このような顧客とは、普通の取引よ
りもはるかに大きな取引をする見込みが高く、長
期的に非常に大きな収益を生む可能性があります。

• 製品との相性：自社のソリューションとはっきりと
一致するビジネスニーズを持つ企業を探してくだ
さい。購入する可能性が高まります。

• クイックウィン：規模や組織構造が理由で、購入
決定プロセスが概して短い顧客を探してください。

• 戦略的重要性：自社の戦略に合致する顧客をター
ゲットにしたほうがよいでしょう。戦略とは、たと
えば、新規市場や地域に参入することなどです。
有名企業を新たに獲得することが戦略目標となる
こともあります。

• 競合：競合製品を使用している企業をターゲット
にしてください。競合の痛い所を突くためであって
も、単に既に教育済みのユーザーに乗り換えさせ
るほうが楽であるからという理由であっても構いま
せん。

• 地域：国内の特定地域の顧客を狙うことで、直接
営業をサポートしましょう。営業チームは担当地
域ごとに分けられていることが多く、その地域内
にそれぞれ対象顧客を持っています。営業スタッフ
を支援して、その地域内で自社を認知させてパイ
プラインを増やすことで、営業の最高の味方にな
れるでしょう。

ABMを始める
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ABMを始める
目指す顧客や顧客の種類をさらに特定するため、あ
る程度、調査をしてみましょう。見込みの高いターゲッ
トを明らかにすることができます。どのように調査を
始めるべきかについて、ヒントを以下に示します。

• 営業と話す：営業チームはどの顧客を効果的に 

ターゲット化できるかということについて、優れた
インサイトを持っています。企業との話し合いがま
とまらなかった経験があるかもしれませんし、ア
プローチするべき顧客の種類についてもっと良い
アイデアを教えてくれるかもしれません。

• 顧客管理 (CRM)の履歴を見直す：CRMを確認し
て、上述の「高い利益」や「クイックウィン」のカ
テゴリに当てはまる企業を発見してください。そ
れぞれを十分な数を洗い出した後は、共通性を探
して、大きな取引を獲得できる見込みが高い企業
のプロフィールを作成したり、既に販売を行った
ことがある企業に似ている企業のリストを作成し
たりすることができます。

• 既存のビジネス機会を発見する：マーケティング
オートメーションプラットフォームや CRMを確認
して、ターゲット化するプロフィールに適合する顧
客が、以前に自社のブランドと関係を築いたこと
があるかどうかを調べてください。たとえば、そ
の顧客がコンテンツをダウンロードしたことがあ
るかどうかや、自社のブログを頻繁に訪れている
かどうかなどです。過去に既にエンゲージメント
がある顧客は、パーソナライズしたキャンペーンで
ターゲット化すれば、成果がすぐに得られること
があります。

• 競合他社を調査する：新しい顧客を獲得するため
に、競合他社を見てみましょう。競合他社の顧客
は、その企業のWebサイトに掲載されている取
引先のロゴを確認するだけで簡単に特定できるこ
ともあります。しかしそうでない場合は、もっと
工夫する必要があるでしょう。たとえば、ソフトウェ
アのマーケティングを行う場合は、Datanyzeや
Builtwithなどのデジタルツールやその他のリソー
スを活用して、競合他社の製品を使用している企
業を突き止めてみてください。さらに、競合他社
が特定の種類の企業との取引で優れた業績を出し
ているとわかった場合は、そのプロフィールをター
ゲットにすることを検討してもよいでしょう。
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ABMを始める
顧客リストの確定

ここまで来たら、リストを絞り、ターゲットにする顧
客を厳密に選択します。まずはターゲット候補のリス
トを 2つから 5つ選択します。最初ですから、対象リ
ストは少ないほうがよいでしょう。そうすれば、素早
く繰り返して行い、改善すべき箇所を明らかにできま
す。これによって、貴社の ABMの力を鍛えて、驚く
べき成果をさらに速く達成できるようになるでしょう。

複数のリストや数多くのターゲットがあるかもしれま
せんが、早く成功を収めて ABMの ROIを最大限に
高めるためには、リストの優先順位を付けることが
欠かせません。貴社にとって最重要顧客の種類を優
先してください。その際、今後のカスタマージャーニー
がよくわかっているケースと、育成の後押しに使うコ
ンテンツが既に用意されているケースに該当する顧
客を優先します。

次に、Marketoのリード管理ソリューションやWeb

パーソナライゼーションなど、特定の顧客へのエン
ゲージメントを可能にするターゲティングツールを使
用している場合は、パフォーマンスを分析し、各チャ
ネルでターゲット化したエンゲージメントキャンペー
ンを作成するため、このタイミングで顧客グループの
リストをアップロードするとよいでしょう。

意思決定者の把握

狙いのターゲット企業の意思決定者について、さまざ
まなペルソナを検討してみてください。このようなハ
イレベルのインサイトは、特にファネルの中間から下
層のステージで、さらに効果的に顧客をターゲット化
するためのコンテンツを作成する上で役立ちます。こ
れは少し高度なことですが、対象顧客のさまざまな
意思決定者と役割を割り出す際の助けとなります。ペ
ルソナ別のターゲティングを最初から始めていなくて
も、意思決定者のペルソナをつかんでおくことで、こ
の後のカスタマージャーニーをさらによく理解するこ
とができます。

CMO

担当者

マネージャー
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目標の決定と最初のアナリティクスの設定

対象顧客のアクティビティレベルに関する最初のアナ
リティクスは、その後のプロセスを計画して優先順
位を決定する上で役に立ちます。たとえば、ある顧
客グループのアクティビティレベルが低い場合、それ
は認知してもらうことに注力する必要があることを
示しています。一方、アクティビティレベルが高い場
合は、その顧客をターゲットにしたコンテンツを使っ
て顧客を教育すれば、営業に引き渡せるリードをさ
らに増やすことができるでしょう。

アナリティクスの設定

アナリティクスを設定するもっとも重要な理由は、
ABMプログラムの報告のための強固な基礎を築くこ
とにあります。しかし、アナリティクスを最初に設定す
ることには、さらにメリットがあります。以下にいくつ
か示します。

• ベースラインが得られる：顧客の現在のインタラ
クションのレベルを決定すれば、今後のパフォー
マンスが測定できるようになります。顧客は以前
Webサイトを訪問しましたか？ その場合、コンテ
ンツをダウンロードしたり利用したりしましたか？ 

このような情報により、顧客にまず何が期待でき
るかがわかります。

• 有益な情報を営業に提供できる：TOFU（ファネル
上層部）で得られたインテリジェンスを営業チー
ムに提供しましょう。そうすることで、営業チーム
は必要な情報を手に入れて、顧客の行動を見逃さ
ずに、顧客の潜在的な兆候を判断することができ
ます。

• クイックウィンがいくつか獲得できる：データを利
用して、どの顧客を優先するかを決定してくださ
い。対象顧客が、Webサイトやコンテンツに対し
てかなりのエンゲージメントを既に示している場合
は、営業に今すぐその顧客に対応させたり、ファ
ネルの中層部の戦術を用いて関係構築を始めたり
したほうが良いかもしれません。

目標とアナリティクスの設定は今すぐ始めてください。後回しにしているとキャン
ペーンが実施され測定が始まってしまいます。ABMキャンペーンを開始する前に、
目標を設定してください。各顧客グループについてアナリティクスのベースライン
を決めれば、各キャンペーンの成果について合理的に仮説を立てることができる
ようになります。

TOFU（ファネル上層部）で得られた
インテリジェンスを営業チームに提供
しましょう。そうすることで、営業チー
ムは必要な情報を手に入れて、顧客
の行動を見逃さないようにすること
ができます。
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目標の決定と最初のアナリティクスの設定
エンゲージメントを測定する

対象顧客の動き方を把握するために、始めからトラッ
キングするべき指標を 1つ挙げるとするならば、それ
はエンゲージメントです。ターゲット企業の見込み客
のエンゲージメントレベルを評価・測定するにあたり、
次の指標をトラッキングすることを検討してみてくだ
さい。 

• 広告閲覧数

• サイト訪問数

• 同じ組織からの複数回の訪問

• 同じ組織に属する複数の訪問者

• 獲得リード数

• リードのスコア

• 商談数

• 獲得金額

アナリティクスによる情報収集

レポートとアナリティクスを設定する際は、ABM活
動の状況と進捗について、全体的プログラムビュー
から、個々の顧客の行動まで確認することが重要で
す。これを行うには、サマリービュー、顧客一覧ビュー、
顧客ビューといった、3つの異なるビューを備えた
ダッシュボードがあるとよいでしょう。 

3つのビューでは、ABM活動について異なるレベル
のインサイトが得られます。各ビューのメリットを、
一目でわかるように次に示します。

ビュー 1：対象顧客サマリ
このビューでは、対象顧客の全カテゴリーにわたって、
ABM活動の進捗と健全性が表示されます。新規顧
客名から獲得した受注高まで、ABM活動の状況を一
目で素早く理解することができます。

ビュー 2：顧客一覧
このビューでは、1社の顧客の進捗とその他の顧客の
進捗を素早く比較できます。対象顧客のグループを
視覚的に互いに比較して評価することができるため、
これは特に便利なビューです。一覧ビューでは、1つ
の顧客グループの成功を素早く発見して、その成功要
因の活動またはプロセスを、他の顧客でも再現でき
るかどうかを検討することができます。さらに、顧客
グループの問題を発見して軽減することもできます。 

ビュー 3：個々の顧客
このビューでは、活動の進捗をトラッキングして、活
動の健全性を特定の顧客ごとに確認することができ
ます。ここまで掘り下げることで、改善すべき箇所、
注力すべき箇所、さらに投資すべき箇所を明らかに
することができます。このビューでは、個々の顧客が
それぞれの評価基準に関してどのような動きを見せ
ているか、一目で確認することができます。 
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目標の決定と最初のアナリティクスの設定

アナリティクスによる情報収集

Marketoでは、マーケティング目標を達成するた
め、効率的な ABMプログラムを実施していまし
た。しかし、進捗と成功に関するレポートを作成
するためには、当社の従来の需要創出レポート
と同等のレポート機能が必要でした。そこで当社
では、ABM活動をトラッキングできる当社のマー
ケティングオートメーションプラットフォームの機
能を活用しつつ、ABMプログラムのトラッキン
グ、レポート、最適化を行うのに必要な 3 種類
のビューを備えたダッシュボードを開発しました。

このダッシュボードを使用することで、進捗を素
早く確認して、どの活動を中止、開始、継続した
り、どの活動に追加投資したりするかを決定する
ことができます。ABM活動に関する 3つのビュー
を備えた当社のダッシュボードを見てみましょう。 Google Analytics のレポート

です。Marketoの機能を利用し
て、匿名のリードに関するデー
タを拡充しています。このダッ
シュボードでは、対象顧客のエ
ンゲージメントの度合いを示し
ています。

MarketoのWebパーソナライ
ゼーションのレポートです。特
定の顧客リストのエンゲージメ
ントレベルを測定します。

13
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対象グループ1

対象グループ2

対象グループ3

企業1

企業2

企業3

企業4

企業5

企業6

企業7

企業8

企業9

企業10

合計

エンゲージ
メント

スコア総計

エンゲージ
メント

スコア総計

特定した
新規顧客の
名前の数

エンゲージ
済みの

新規リード数

エンゲージ済み
の重役レベル
のリード数

発生した対面
ミーティング

の数

新規ミーティング
（重役レベル以上）

の数

獲得した
商談数

獲得した
売上見込額

獲得した
受注高

高

低

中

対象グループ

エンゲージ
メント

スコア総計

エンゲージ
メント

スコア総計

特定した
新規顧客の
名前の数

エンゲージ
済みの

新規リード数

エンゲージ済み
の重役レベル
のリード数

発生した対面
ミーティング

の数

新規ミーティング
（重役レベル以上）

の数

獲得した
商談数

獲得した
売上見込額

獲得した
受注高対象グループ

ABMスコアカード ‒ サマリビュー

ABMスコアカード – 顧客一覧ビュー

高

高

高

高

低

低

低

中

中

中

目標の決定と最初のアナリティクスの設定

この画像は 2種類の有益
な ABMダッシュボードを
表しています。進捗が次の
2通りの方法でレポートさ
れます。

1) サマリービュー。対象顧
客の全カテゴリーにわたっ
て、ABM活動の進捗と健
全性が表示されます。

2) 顧客一覧ビュー。1社の
顧客の進捗とその他の顧
客の進捗を素早く比較で
きます。

アカウントベースのアナリティクスを活用するた
めに、たとえばMarketoや、Google Analytics

といったさらに汎用的なアナリティクスプラット
フォームなど、ABMの機能を備えた専用アプリ
ケーションを使用してもよいでしょう。または、
以下の例のような簡単な Excelスプレッドシート
を使用することもできます。
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顧客ビューでは、活動の健全性を特定の顧客ごとに確認することができます。.  
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エンゲージメントレベル

エンゲージメント
レベル

ABMスコアカード ‒ 顧客の概要

目標の決定と最初のアナリティクスの設定
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キャンペーンの策定

ジャーニーマトリックスの作成 

各顧客が自社ブランドとこれまでどう関わったか（該
当する場合）を調査しましたので、各顧客について
理想的または典型的なカスタマージャーニーを策定
することができるはずです。営業と協力して、この
ジャーニーがどのようなものなのかについて、さらに
インサイトを獲得してください。それから、このジャー
ニーの各ステージで使用するコンテンツの内容をま
とめた表を作成します。それぞれのカスタマージャー
ニーは、最初のアナリティクスと顧客の履歴に応じて、
異なったものになります。貴社のWebサイトを一度
も訪れたことがない企業は、以前に貴社のコンテン
ツに関わったことのある企業よりも、TOFU（ファネ
ル上層部）のターゲティング施策がより多く必要に
なります。何度も貴社のWebサイトを訪問したこと
がある企業の場合は、たとえば、一連のメールキャ
ンペーンと電話営業によるフォローアップなど、別の
地点から開始したほうがよいでしょう。

ABMキャンペーンを策定するもっとも効果的な方法
は、各グループのカスタマージャーニーマトリックス
を策定することです。この表は、次のような一般的な
販売サイクルに準じて作成します。

• 認知

• 関心

• 評価

• 欲求

• 行動

ターゲットを洗い出し、アナリティクスを設定し、各顧客の行動についてベースラインの設
定が終わったら、いよいよキャンペーンの内容に入ります。どのようなコンテンツをいつ
使用しますか？ どのチャネルを使用して、対象顧客にリーチしますか？

ABMキャンペーンの策定にはどれだ
け時間がかかるか？

ABMキャンペーンの策定にかかる時
間の長さは、キャンペーンの範囲や
個々のカスタマージャーニーなど、い
くつかの要因に左右されます。ほとん
どの組織では、効率的な ABMのプロ
グラムを策定するには、およそ 1四半
期ほどかかるといいます。成果が上が
り始めるのは、次の四半期です。

ABMキャンペーンの策定において、
キャンペーンを実施する期間はさまざ
まに設定されます。その期間、各キャ
ンペーンをどれだけ続けるか、また、
その間に各キャンペーンで必要になる
ものについては、各企業で予想してい
ることが異なります。キャンペーン開
始時に、顧客が位置する販売サイクル
のステージが進んでいればいるほど、
それだけプロセスの進行は速くなりま
す。しかし、アプローチする顧客が貴
社ブランドを知らない場合、販売サイ
クルの先へと顧客を進めるには、長
い時間がかかるでしょう。また、関連
するコンテンツの不足、コンテンツの
作成や作り変えに必要な時間の不足
など、期間に影響を及ぼすような妨げ
が生じる可能性についても考慮するべ
きです。



17

キャンペーンの策定

カスタマージャーニーマトリックス

これはカスタマージャーニーマトリックスの例で
す。認知から行動まで、顧客がジャーニーを進ん
でいく中で提供される、さまざまな種類の施策と
コンテンツを示しています。

この表には、Marketoの高等教
育を対象とした ABMの例を記入
しています。対象グループのカス
タマージャーニーの各ステージ
に、適切なコンテンツをどのよう
にマッチさせるかについて示して
います。

高等教育における
リレーションシップ
マネジメントの支援：
すべてはマーケティング

から始まる

Frost & Sullivan 

ホワイトペーパー

入学者数・
エンゲージメント・寄付：

マーケティング
オートメーションで
実現できる
高等教育機関の
評価の向上

eBook

カリフォルニア大学
アーバイン校
ケーススタディ：
入学者数の増加と

エンゲージメントの促進

ケーススタディ

Marketing Nation
コミュニティと
Purple Select
アドボカシー
プログラム

コミュニティと
アドボカシー
プログラム

高等教育

セグメント
アセット/種類 認知 関心 評価 コミットメント

キャンペーンプログラムマトリックス ○○業界カスタマージャーニー
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キャンペーンの策定
顧客のプロフィールの把握

対象顧客チームの各メンバーと、各役割が意思決定
プロセスにどのように直接的・間接的影響を及ぼし
ているかを把握することで、ABMを成功に導くこと
ができます。

○○インダストリーズ
Alyssa A.

CMO
最終承認

Rick R.
開発

ミディアム
インフルエンサー

Frank A.
ライトイン

フルエンサー

Jessi P.
ライトイン

フルエンサー

Jillian M.
ライトイン

フルエンサー

Adam S.
ライトイン

フルエンサー

Megan T.
ライトイン

フルエンサー
Emily A.
ライトイン

フルエンサー

George G.
ライトイン

フルエンサー

Jacob T.
ライトイン

フルエンサー

Tim A.
ライトイン

フルエンサー

Grant K.
ライトイン

フルエンサー

Raymond L.
ライトイン

フルエンサー

Amy G.
ライトイン

フルエンサー

Joe W.
ライトイン

フルエンサー

Tanya C.
コーポレート

コミュニケーション担当
バイスプレジデント

ライトインフルエンサー

Mike B.
プロダクト

マーケティング担当
バイスプレジデント

ストロングイン
フルエンサー

Molly E.
グローバル デマンド
ジェネレーション担当
バイスプレジデント

最終承認

Dan G.
マーケティング
プログラム担当
ディレクター
社内の支持者

John R.
業務執行社員
ミディアムイン
フルエンサー

相手に関連性のあるコンテンツを使い、チームメン
バーのうちで、誰をどのようにターゲットにするかを
把握するため、対象顧客の組織図を作りましょう。
組織図の例を次に示します。プロセスの一環として
作成するとよいでしょう。
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キャンペーンの策定
コンテンツの選定

MarketingSherpaによれば、82%の見込み客が、自
分の業界向けに特別に作られたコンテンツを高く評価
しているといいます。また、67%の見込み客が、自分
の職務向けに特別に作られたコンテンツを高く評価し
ているといいます。顧客の購買サイクルのステージを
もとに、コンテンツのターゲットを絞った場合は、さ
らに優れた結果が得られます。たとえば、マーケティ
ングオートメーションに関する汎用的なコンテンツ
は、医療会社の CMOにとって興味深いものである
かもしれませんが、そのコンテンツをその業界向けに
作ることで、さらに興味深いものになる可能性があり
ます。同様に、CMOをターゲットとしたコンテンツ
は、CMOにふさわしい経営層向けの言葉遣いとメッ
セージを使用したものである必要があります。一方、
CMOのチームメンバー、つまりマーケティングの専
門家は、同じ業界をターゲットにしたものでも、もっ
と実用的な「ハウツー」もののコンテンツに興味を持
つかもしれません。

各顧客のジャーニーの概要を定めたら、各ステージ用
のコンテンツを選択してください。この作業は、顧客
と交流して関係を構築するために不可欠なものです。
eBook、インフォグラフィック、動画など、マーケティ
ングアセットを組み合わせて使用し、見込み客に情報
を提供して、関心を持たせ続けましょう。

販売サイクルの各ステージに、少なくとも 1つのアセッ
トを用意する必要があります。複数のアセットを使用
して、キャンペーン中に A/Bテストを実施できるよう
にすることをお勧めします。これによって、どのコン
テンツが各ステージおよび顧客グループに適切であ
るかを知ることができるので、この知識を次のキャン
ペーンで利用して、エンゲージメントの成果を改善で
きます。

Marketoのプラットフォームなど、一部のプラット
フォームでは、表示するコンテンツを最適化するため、
A/Bテストを活用しています。また、ターゲットとす
るグループに関連性の高いコンテンツが十分にあるか
を確認してください。ない場合は、さらに作成する必
要がありますので、開始日が遅れる可能性があります。
コンテンツの用意があるグループから始めるようにして
ください。

ABMコンテンツのヒント：

ABMの各グループ向けのコンテンツ
は、すべて別々である必要はありませ
ん。同じケーススタディ、eBook、動
画などを別々のグループに提供するこ
ともできます。その場合、コールトゥ
アクションを少し変えることで、さら
に訴求力のある効果的なコンテンツに
することができます。

67%の見込み客が、自分の職務向け
に特別に作られたコンテンツを高く評
価しています。

82%の見込み客が、自分の業界向け
に特別に作られたコンテンツを高く評
価しています。
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キャンペーンの策定
チャネルの決定

コンテンツを割り当てたら、各顧客にリーチするため
に使うチャネルを決定する必要があります。最終的
には、Web、メール、広告、ソーシャル、イベントを
組み合わせて使用するべきです。しかし、最初からこ
うしたものをすべて使う必要はありません。各チャネ
ルに適合したコンテンツを選んでおいてください。ま
たは単純に、同じコンテンツを別のチャネルで使用
する方法を考えてください。

モバイル

ブログ

検索 電話

ダイレクト
メール

ディスプレイ

イベント

オンライン

動画

印刷物メール

ソーシャル
メディア

パーソナライゼーションを複数チャネ
ルにわたって拡大する

 
 
デジタル広告に関する貴社のインサイ
トと、マーケティングオートメーショ
ンプラットフォームを接続するツール
を利用して、対象顧客のデジタル広
告をさらにパーソナルなものにします。
Marketoでは Ad Bridgeを使用して、
Marketoのマーケティングインサイト
と Facebook、Google、LinkedIn
などを接続しています。これにより、
顧客の属性や、顧客が位置するカス
タマージャーニーのステージや、時間
の経過に伴う個々の顧客の行動に基
づき、より効果的にオーディエンスを
ターゲット化して、さらにパーソナラ
イズしたデジタル広告を配信すること
ができます。
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キャンペーンの策定
すべてをまとめる 

最後にすべてのステージをまとめて、各対象顧客グ
ループのカスタマージャーニーについて詳細なロード
マップを作成します。このロードマップには、各ステー
ジのコンテンツに加え、顧客のターゲット化に使用す
るチャネルを記載します。たとえば、ある ABMセグ
メントのキャンペーンでは、広告により自社を認知さ
せることから始め、続いてサイト訪問を案内し、さら
に業界のそのセグメント用に特別に作成した最新の
eBookをダウンロードする機会を提供するといった
形になるでしょう。

カスタマージャーニーマトリックスワーク 
シート

カスタマージャーニーマトリックスが作成できたら、
次はこのワークシートを使用して、カスタマージャー
ニーを作り、ジャーニーを支援するためのチャネルと
コンテンツを記入してください。 

顧客グループ1

顧客グループ
アセット/種類 意思決定検討認知

顧客グループ2

顧客グループ3

キャンペーンプログラム表 ○○業界カスタマージャーニー

チャネル

コンテンツの種類

21
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ABM実施例 : SchoolDude
ABMは、実際の組織の中ではどのような様子で行われているので
しょうか？ あるマーケターの目には、それは、営業とマーケティン
グが力を合わせて、高度にパーソナライズされたコンテンツを使い、
購買サイクル全体にわたり密接に連携しながら、特定の顧客の意思
決定者をターゲットとした、キャンペーンを展開している様子として
映るでしょう。

22
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ABM実施例：SchoolDude

実際に実施されている ABMキャンペーンの例を見てみましょう。

SchoolDude

SchoolDudeは、教育業務の管理機能をソリューションスイートの形で提供する
企業であり、米国、カナダ、ヨーロッパ、中東、オーストラリアの 6,000を超える
機関に利用されています。同社は、高等教育市場を特にターゲットとした、ABM

戦略を展開することで成功を収めました。同社のオンラインキャンペーンの 1つを
詳しく見てみましょう。このキャンペーンは、サイト訪問者のプロフィールに応じて、
Webサイト・ホームページをパーソナライズするという内容のものです。Webサ
イトパーソナライゼーションはシンプルな施策ですが、アカウントベースドマーケ
ティングの取り組みを始める上で、非常に効果的な方法です。

課題： 

SchoolDudeは、ABM戦略の構築を開始した際に、特有の課題に直面しました。
ほとんどすべての教育機関がメールとドメインを既に登録しているため、対象顧客
はすべて判明していたのです。そのため、SchoolDudeでは、このような既知の顧
客をターゲットにして、特定の行動の遂行（SchoolDude年次ユーザーカンファレ
ンスへの登録や新たに発売した製品の採用など）を促進する必要がありました。

全訪問者向けの SchoolDudeの 
Webサイト

23
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ABM実施例：SchoolDude

ソリューション：
この問題を解決するため、SchoolDudeはMarketoのプラットフォームで使える
ツールの 1つである、Webパーソナライゼーションを導入し、30もの顧客グルー
プに含まれる 10万を超える教育機関をターゲットとして、大規模な ABMキャン
ペーンを実施しました。加えて、既存顧客だけを対象とした小規模なキャンペーン
も実施しました。Webパーソナライゼーションを導入したことで、SchoolDudeは、
Webサイト上で訪問者に応じて、異なるコンテンツを提供することができるよう
になりました。業界の最新情報、お知らせ、コンテンツを活用しつつ、さまざま
な見込み客と顧客に対して異なる体験を作り出しました。

ABMの高等教育機関リストの訪問者向けに 
パーソナライズされたサイト

24
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成果：  

特定顧客をターゲットにした、パーソナライゼーション施策を展開した SchoolDude

では、リニューアルした専門能力開発ウェビナーの登録件数 500件のうち、150件
（30%）がアカウントベースのパーソナライゼーションによるものであったと見てい
ます。ユーザーカンファレンスについては、地域別のターゲティングとパーソナライ
ゼーションにより、同社の東海岸のイベント登録者が、400名以上増えたというこ
とです。 

重要なポイント :

1. ABMには複数のユースケースがある：見込み客だけでなく、既存客のターゲ 

ティングでも有効なことがあります。

2. パーソナル化を徹底する：パーソナライズが効果的にできるよう、顧客をよく知
りましょう。教育業界には、特定の言葉やメッセージを好むセグメントがありま
す。そのニュアンスについて理解することで、キャンペーンの効果を大幅に改善
できます。

ABM実施例：SchoolDude
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キャンペーンの実施

Microsoftの調査によると、訪問者がサイトに到着
した際、コンテンツの価値を示せる時間は 10 秒し
かないといいます。ターゲットを絞ったコンテンツを
リアルタイムで表示して、顧客をセールスファネルの
下へと誘導しましょう。見込み客が貴社のサイトにク
リックスルーしたら、すぐにパーソナライズされた体
験と、ターゲットを絞ったコールトゥアクションを提
供することで、適切なコンテンツを適切な時に提示
します。このとき、次のような適切なツールがあると
重宝します。

調査と策定という難しい作業がすべて完了しましたので、いよいよキャンペーンを実施
する時が来ました。ABMの実施はタイミングがすべてです。タイミングと関連性の両
方がなければ、適切なターゲットが貴社のコンテンツを見ることはないでしょう。いつ、
どこで各コンテンツアセットを出すかについて、概要を定めたら、タイミングを確定する
必要があります。

Microsoftの調査によると、訪問者が
サイトに到着した際、コンテンツの価
値を示せる時間は 10秒しかないとい
います。

ABMの実施に役立つツール

ABMの実施に、特別なツールは必ずしも必要ありま
せん。とはいえ、非常に役立つツールが存在しますの
で、それを使えば、ABMキャンペーンがさらに効率
的なものになります。マーケティングオートメーショ
ンプラットフォームのようなツールは、リアルタイムの
Webサイトとディスプレイ広告のパーソナライゼーショ
ンを容易にするため、見込み客を洗い出し、ターゲッ
ト化し、関係を構築して、販売サイクルの先へと効率
的に導いていく上で、非常に役に立ちます。このよう
なツールは、レシピ本体を変えるものではありません
が、プロジェクトの質を向上させる要素として考える
ことができます。  
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キャンペーンの実施
ABMの実施に役立つツール（続き）

マーケティングオートメーション：マーケティングオー
トメーションプラットフォームがあれば、キャンペーン
がどれだけ成果を上げているか、はっきりと確認でき、
すべてのデータを 1か所に保管することができます。
またマーケティングオートメーションにより、さまざま
な ABMセグメントのカスタマージャーニーを策定で
きます。

さらに、対象顧客のリストを管理する手段、つまり、
ABMの成果のアップロード・編集・見直しを行い、
このデータを既存のアナリティクスツール（Google 

Analyticsなど）と同期することができる場所が必要
です。

Webパーソナライゼーション：パーソナライゼーショ
ンツールでは、さまざまな方法を使用して、顧客がど
こから来たか、顧客が既知であるか匿名であるかと
いうことを特定することができます。この情報があれ
ば、Web、メール、広告などのチャネルにわたって、
対象顧客に対するメッセージ（コンテンツ、コールトゥ
アクションなど）をはるかに簡単にパーソナライズで
きます。

プレディクティブスコアリングツール：プレディクティ
ブスコアリングツールとは、多くの場合、顧客の属性、
企業データ、過去の活動を考慮に入れた統計モデル
を使用して、顧客の次の行動を予想するツールです。
さらにこのツールは、そのような情報を使って、自動
化したアクティビティをトリガーします。対象顧客に

関連性のある資料をタイムリーに送信する際に、効果
を発揮することがあります。またこのツールでは、過
去に成功を収めた時の顧客と似ている顧客を明らかに
することができるため、顧客の選定プロセスでも役立
つことがあります。

アドテックツール：広告テクノロジー、特にマーケティ
ングオートメーションプラットフォームに接続する広告
テクノロジーを使い、広告プラットフォームのインサイ
ト（Facebook、LinkedIn、Google）と、貴社のマー
ケティングオートメーションプラットフォームのデータ
を組み合わせることで、デジタル広告をさらにパーソ
ナルなものにできます。相手に合わせて体験を調整す
ることで、2つとない、特別な広告を対象顧客に配信
して、カスタマージャーニーを後押しします。

セールスインテリジェンスツール：セールスインテリ
ジェンスツールは、所有する顧客情報を補完して、さ
らに完全なものにすることができるツールです。この
種類のツールは、多くの場合、CRMやマーケティング
オートメーションプラットフォームと接続することがで
きます。セールスインテリジェンスツールを使うことで、
取り扱う情報、つまり、利用できる情報を増やせます。
そのためこのツールは、対象顧客に合わせて伝える内
容を調整する際に役立ちます。

マーケティングオートメーションプラッ
トフォームがあれば、キャンペーンが
どれだけ成果を上げているか、はっき
りと確認でき、すべてのデータを 1か
所に保管することができます。
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ABM実施例：Marketo
実際に実施中の ABMキャンペーンの例を、もう1つ見てみましょう。
Marketoの例です。
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課題：  

Marketoでは、さまざまなマーケティング戦略を活用しています。アカウントベー
スドマーケティングは、そのうちの 1つです。当社では、ABMはリードジェネレー
ションための戦略的アプローチの 1つです。このアプローチのもと、特定の顧客の
重要なグループをターゲット化するために、時間とリソースを使用しています。

当社では、今年は新しい業界である、教育業界への進出を開始し、その際、使用
しているマーケティングオートメーションソリューション、場所、および規模を基準
に、特定の教育機関をターゲットにしたいと考えていました。

 
Marketoホームページ

ABM実施例：Marketo
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ソリューション：  

当社では、このような高等教育業界の顧客の特定グループにアプローチをかける方
法として、ABMが最善であると判断しました。

効率的な ABM戦略を展開して、関心を促し、最終的にこの対象顧客のグループか
らの売上を増やすため、当社では、この eBookで詳述しているものと同様の手順
を踏みました。

最初に、対象顧客の完全なリストを作成しました。これにより営業担当者が顧客を
把握できるようになり、またテリトリー分析（具体的には営業の担当地域の顧客数）
が可能になりました。顧客を洗い出したら、マーケティングチームでは、各顧客の
組織図を作成し、インフルエンサーと意思決定者を明らかにしました。さらに、顧
客が当社Webサイトを訪問し、マーケティングコンテンツに関わった際に、これら
の顧客のエンゲージメントをトラッキングするために、レポートの設定を行いました。

対象顧客、キーパーソン、レポートについて確定した後は、各顧客にメッセージと
コンテンツを割り当てました。場合によっては個々のステークホルダーにも割り当
てました。その後、各チャネルを評価し、メッセージとキャンペーンを各チャネルに
割り当てました。この作業は、シームレスなマルチチャネル体験を確実に提供する
上で役立ちました。このような体験を確実に提供することで、当社の全チャネルで、
対象顧客に関連性のあるストーリーに触れさせることができました。ターゲティン
グメールからWebサイトパーソナライゼーションやディスプレイ広告まで、当社の対
象顧客に対する施策では、適切なメッセージを適切な時に、適切な場所で提供する
ことを目指しました。

ABM実施例：Marketo
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Marketoのマーケティングチームが複数チャネルにわたって、
ABM戦略をどのように展開したか、いくつか例を見てみましょう。

メールによる ABM

○○様

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。Marketoにて Ivy Tech様を担当しております
Brian Allenと申します。

さて、御社におかれましては、入学者数の増加に尽力されていることと存じます。この度、弊社の
ソリューションが御社のお役に立てばと考え、ご連絡を差し上げました。Marketoのエンゲージ
メントマーケティングプラットフォームは、学生の入学や卒業生の育成などの職務を担当する大学
の部署向けに設計されています。弊社のプラットフォームを使用することで、高等教育の専門家の
皆様は、複数チャネルにわたって、相手に合わせた、関連性の高い対話を通して、学生および卒
業生と関係を築くことができます。セグメンテーション、設計、プログラムの構築や、データが豊
富なレポートの作成が簡単にできる機能を備えていますので、マーケティングチームのどなたでも、
パーソナライズされた対話を大きな規模で実施することができます。

カリフォルニア大学アーバイン校エクステンションは、弊社の高等教育機関のお客様のひとりであ
り、弊社を利用することで、入学者数において、驚くべき成功を収めています。弊社の利用を開始
してから、同校は次のような成果を達成しました。

• モバイルデバイスから登録を受け付けた入学者数を 3倍に増加

• ベンダーの経費を無くすことで大幅にコストを削減

• ツールとプログラムを統合してマーケティングチームの効率を向上

このような成功を、弊社をご利用いただいております、他の高等教育機関の皆様にもご提供でき
ればと考えております。お話ができるお時間について、近日中にご連絡を差し上げます。それまで、
よろしければ、弊社の最新の eBook、「入学者数・エンゲージメント・寄付」をお読みいただけれ
ば幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。
Marketo Inc.
戦略的コンシューマー
高等教育担当
Brian Allen

ABM実施例：Marketo

ターゲティングメールでは、対象顧客に特定のコンテンツとパーソナライズ
したメッセージを届けます。
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ターゲットコンテンツとランディングページを使用したMarketo ABM

ターゲットコンテンツに
より、対象顧客に特に関
連性の高いコンテンツを
提供しています。

高等教育機関の対象顧客
グループ用に作成した訴求
力のあるコンテンツを提供
しています。

Marketing First

ABM実施例：Marketo

ターゲットコンテンツを使用したランディングページ
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MarketoのWebサイトにWebパーソナライゼーションを使用して、
ABMを実施しました。

高等教育業界をターゲットとして、Webパーソナライ
ゼーションを実施することで、Webサイト上で、個別
の経験を対象顧客に提供しました。

ABM実施例：Marketo
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当社では、ABM活動によって、対象顧客の認知度を高めて、ファネルの下へと顧
客を移動させるだけでなく、対象顧客がメッセージにどのように関わったかを把握
できるようにしています。リスニングは、メッセージを対象顧客に合わせて調整す
る際に欠かせないものです。それによって、メッセージとチャネル施策が最大の効
果を発揮するよう最適化することができるからです。 

成果： 

Marketoは、高等教育の ABM対象グループから驚くほどの反響を得ました。
ABM活動を通じて、マーケティングチームは、営業チームが目標を達成するため
に必要とする、3倍の関心を生むことができました。また営業チームは、高等教
育業界への取り組みに関する目標を上回ることができました。

高等教育機関の顧客グループをターゲットとした Facebook、Google 
Display Network、LinkedInのディスプレイ広告では、高等教育業界に向
けた固有のメッセージを顧客に表示しました。

デジタル広告を使用した ABM：

ABM実施例：Marketo

34



35

ABMキャンペーンを開始する前に、目標を決定して最
初のアナリティクスをベースラインとして設定しました
が、キャンペーン実施中と実施後も、常に指標から目
を離さないようにすることが重要です。

アナリティクスを頻繁に再確認して、対象顧客グルー
プごとに、キャンペーンがどれだけ成果を上げている
かを確認してください。ABMでは学習と最適化が容
易です。一般的に、従来の需要創出活動よりも、少
数のグループに集中できるためです。キャンペーンの
成果を確認してください。対象顧客を惹きつけてい
ますか？顧客は関心を示し、計画通り、次のステップ
に進んでいますか？実際のカスタマージャーニーは、
計画したカスタマージャーニーにどれだけ近づいてい
ますか？

セールスファネルの各ステージを見直して、各要素が
どれだけ成果を上げているかを判定してください。こ
こでも A/Bテストが役立ちます。バージョンやコンテ
ンツで、他のものよりも良い成果を上げているものは
ありますか？この情報は次のキャンペーンで活用して
ください。

測定と最適化
その他のマーケティング戦略と同じく、効果的なABMには、評価と最適化が
欠かせません。ABMを測定して、最適化する方法を見てみましょう。
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ファネルの各部分を見て、そのステージでキャンペー
ンがどれだけ成果を上げているかを確認してください。
確認すべき事柄をいくつか次に示します。

ファネル上層部
• 広告：インプレッションとクリックスルー率を確認 

し、重要な顧客をファネルの中へと引き入れたか
どうかという点で、広告の効果を評価してください。

• Webエンゲージメント：ターゲット企業に属する人
のうち、何人がWebサイトを訪問したか、また、パー
ソナライズしたWeb体験により、コンテンツエン
ゲージメント、ダウンロード、コンバージョン、そ
の他の目的のアクションがどれだけ増加したかを
確認してください。

ファネル中層部
• マーケティングオートメーションプラットフォーム：
それぞれ異なるキャンペーンでどのような成果を上
げていますか？ 見込み客はメールキャンペーンを
開封して、その中の内容をクリックしていますか？ 

効果があるものを詳しく調べて、成功を継続的に
後押しすることができるようにしてください。

• Webエンゲージメント：興味を持った見込み客は、
貴社の商品について詳しく知るため、販売サイク
ルのほとんどすべてのステージで、サイトを訪問し
ます。訪問数が多いケースを探し、貴社のコンテン
ツを詳しく調べている見込み客を洗い出してくだ
さい。

• CRM：貴社の CRMプラットフォームを調べて、営
業チームが記録した情報を確認して、その情報を
今後の活動に活用する方法を明らかにしてください。

• 営業のフィードバック：営業チームと話して、あと
どれくらいで見込み客と関係を構築できるかを確
認してください。 

ファネル下層部

売上を測定するにはある程度時間がかかるかもしれ
ませんが、プロジェクト全体の成功を測定することは
極めて重要です。ファネル下層部を無視しないように
してください。全体的な売上を把握しない限り、キャ
ンペーンの ROIが達成できたかどうかを知る方法はま
ずありません。この情報は、今後のキャンペーンの予
算を確保する上で欠かせないものです。

測定と最適化

ファネル下層部を無視しないようにし
てください。全体的な売上を把握しな
い限り、キャンペーンの ROIが達成で
きたかどうかを知る方法はまずありま
せん。
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おわりに

ABMは、巨大なプロジェクトであると説明されることがよくあり、実
施は不可能だと感じている組織も少なくありません。しかし、適切な
ツールとプロセスがあれば、効率的で成功する ABM戦略を実施す
ることができます。ABMは、戦略的で効果的なマーケティング方法
であり、ターゲットを絞るというアプローチで売上を増やす方法です。
特定の顧客を惹きつけるには、セールスファネル全体を考慮に入れる
必要があるため、マーケティングチームと営業チームが連携するよう
になります。このアプローチでは、狙っている企業、およびもっとも
購入する見込みが高い企業に注力するため、優れた費用対効果が得
られます。これはつまり、もっとも重要な箇所に資金をつぎ込むこと
ができるということであり、また戦略的に行動して、チーム内で何か
月、何年間と話し合ってきた顧客を獲得できるようになるということ
でもあります。

37



38

Marketo（NASDAQ: MKTO）は、獲得からアドボカシーに至るまで、マーケターと顧客との長期的な関係の発展
を支援するよう設計された先進的なエンゲージメントマーケティングソフトウェアとソリューションを提供しています。
Marketoはマーケターのためにマーケターによって設立され、マーケティングテクノロジーにイノベーション検討課題
を設定しています。Marketoは経営理念をMarketing Firstに置いています。カリフォルニア州サンマテオの本社を始め、
世界中にオフィスを設け、戦略的パートナーとして、多岐に渡る業界の大企業や急成長している中小企業を支援してい
ます。Marketoのエンゲージメントマーケティングプラットフォーム、パートナーエコシステムの LaunchPoint®、巨大
なコミュニティMarketo Marketing Nation®の詳細については、jp.marketo.comをご覧ください。

© 2015 Marketo, Inc. All Rights Reserved  Designed by SCORCH®


