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最適なCMS製品の 
選び方

事業部やブランドごとに分かれているコンテンツ管理を統合し、あらゆる顧客接点
向けのコンテンツを効率的に作成、公開できる環境を整備するためには、適切なコ
ンテンツ管理システム（CMS）が必要です。ただし、コンテンツ管理の効率化につい
てどの段階にあるかは、企業ごとに異なっています。同様に、CMS製品を検討するた
めの要件や能力の理解度も企業によって異なります。

CMSの活用には様々な段階がありますが、新しい製品への投
資は、マーケティング活動に対して短期的および長期的に大
きな影響をもたらす重要な決定です。自社にとって最善の決
定へと至るためには、多くの時間と労力を費やし、おそらく詳
細な調査や評価が必要になります。そうしたプロセスを支援
するため、このバイヤーズガイドでは確認すべき重要な質問
や調査を要する課題をいくつか取り上げて解説します。様々
な製品を確かな情報にもとづいて客観的に評価できるよう、
有用な情報やマーケティング施策を推進するためのヒントな
どを紹介します。

1. オムニチャネルのコンテンツ配信

マーケティングはwebや電子メール、モバイルチャネルなどを
介して顧客とシンプルにやり取りする時代から、音声アシスタ
ントやモノのインターネット（IoT）、デジタルサイネージ、仮想
現実など、新興テクノロジーを駆使して顧客にリーチする時
代へと急速に変化しています。さらに、顧客は、実店舗での顧
客体験が、オンラインジャーニーの延長線上にある、連続性
と一貫性を備えたエクスペリエンスとなることを期待してい
ます。顧客は、手軽で柔軟な、そしてインタラクティブな体験

を提供するモバイルアプリを求めています。その期待に応え
るために、オンラインジャーニーとwebジャーニーは進化し続
けているのです。

顧客といくつかの基本的なやり取りをおこなう段階から、複
数の動的な顧客接点を展開する段階に進化する過程におい
て、ユーザーインターフェイスを備えた伝統的なCMSから、特
定のフロントエンドインターフェイスに制約されていない、API

ドリブン型のヘッドレスCMSへの移行が始まりました。ヘッド
レスCMSはフロントエンドインターフェイスに依存しないの
で、ひとつのリポジトリーからデジタルコンテンツをそのまま
再利用し、任意の顧客接点に配信できます。

ヘッドレスCMSには確かに利点もありますが、ヘッドレスのみ
のアーキテクチャを実際に導入すると、IT部門への依存度が
高過ぎる、開発業務が縦割り化する、マーケティングの柔軟
性が制限される、キャンペーンの開始までに時間がかかる、
ガバナンスが欠如するなど、コンテンツ管理や配信業務全体
で様々な問題が発生します。

そこで登場するのが、ハイブリッド型のアプローチです。ヘッド
レスCMSと伝統的なCMSの両方の利点を生かし、オムニチャ
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ネルコンテンツ管理の要求に応えることができます。ハイブ
リッド型CMSなら、状況によって必要であれば従来のwebやモ
バイルエクスペリエンスに直結するアーキテクチャを使用で
き、一方、新興チャネルに対してはヘッドレスAPIのメリットを
活かすことができます。

分離型アーキテクチャの利点を認識する企業が増えています
が、その中には、ハイブリッドの環境を独自に構築しようとす
る間違いに気づかない企業もあります。伝統的なCMSを使用
してコンテンツのオーサリングをおこない、別のヘッドレス専
用のCMSと同期させてそのコンテンツを配信する方法です。
このアプローチには、いくつかの落とし穴があります。最もわ
かりやすいのは、少なくとも2つの個別システムを扱わなけれ
ばならず、中央のリポジトリーとプロセスでコンテンツを管理
する利点が失われることです。また、伝統的なCMSでコンテン
ツのオーサリングがサポートされていない顧客接点がある場
合、追加のオーサリングツールに投資する必要が生じます。そ
れではコンテンツオーサリングが分断され、プロセスがさら
に複雑化することになります。その結果、実現しようとしてい
た俊敏性と効率は失われます。

最善の方法は、分離型アーキテクチャが持つあらゆる利点を
備え、かつコンテンツを一元管理できるように設計されたハイ
ブリッド型のCMSに投資することです。希望する環境を確実に
実現するために、候補となるCMS製品が満たしていなければ
ならない条件がいくつかあります。まず、ヘッドレス公開環境の
柔軟性とチャネル中心のコンテンツオーサリングの効率を兼
ね備えていますか。ヘッドレス配信に加えて、あらゆるコンテン
ツを一元化された方法で容易に効率よく管理できますか。

フォーマット：

顧客接点：

幅広い顧客接点とフォーマットをまたいでエクスペリエンスを提供

マルチスクリーン                 マルチチャネル                高い適応性                フォーマットに依存しない

チャット+音声デジタル
サイネージ
（電子看板）

オフサイト
デジタル

店舗販売 ウェアラブル IoT どこでも
コマース

モバイル+
ネイティブ

スクリーン

潜在的な問題：

ヘッドレスCMSは、新興チャネ
ルをサポートできるので魅力的
に見えるかもしれませんが、この
CMSによってコンテンツの重複
やパーソナライゼーションの課
題、ITへの依存といった問題が
生じ、市場のニーズやビジネス
チャンスに迅速に対応できなく
なる可能性があることも念頭に
置く必要があります。

一貫性のあるエクスペリエンスを迅速に提供できるように、
成熟したチャネルからカスタムアプリや新興の顧客接点向け
にコンテンツを容易に再利用できますか。最適化されたエク
スペリエンスコンテンツを構築、管理して、開発者の支援を
得ずに商品やサービス、組織全体に容易に展開できますか。
エクスペリエンスの最適化と分析に人工知能（AI）の機能を
利用できますか。ガバナンスと承認ワークフローの一元化の
ニーズに対応できますか。地域や言語、ブランドによって異な
る要件を一元的に管理できますか。一度コンテンツを構築し
たら、任意のチャネルにすばやく公開できる十分な編集環境
が整っていますか。これらのあらゆる要件を満たすハイブリッ
ドCMS製品を選択すれば、柔軟性と効率を両立でき、顧客が
望む一貫性のあるクロスチャネルコンテンツエクスペリエン
スを提供できます。

ベンダーへの質問：

そのCMSを導入すると、マーケターのコンテンツ
作成とその管理が容易になりますか？同時に、
開発者の管理機能が強化され、コンテンツを迅
速かつ容易に公開できるようになりますか？
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幅広いパーソナライゼーションを実現するには、大量のデー
タと分析を活用して自動的にアクションを実行できる人工知
能が必要です。A/Bテストで勝者となったエクスペリエンスを
動的にトラフィックを割り当てる、オーディエンスセグメントを
絶えず高度化して、新しい定義にもとづいてエクスペリエンス
を割り当て直すなど、様々な方法がありますが、顧客ごとに
関連性を維持しながらパーソナライズされたコンテンツを大
規模に配信するには、人工知能の活用が必須になります。

2. コンテンツのパーソナライゼーション

顧客は、自身との関連性が高くパーソナライズされたコンテ
ンツを期待します。CMSがパーソナライゼーションの機能を備
えていない場合、その基本的なニーズを満たすために苦闘す
ることになります。そこで、まずはCMSがパーソナライゼーショ
ンをサポートしているかどうかを尋ね、その後の質問で、その
パーソナライゼーション機能の有用性と能力を確認する必
要があります。例えば、基本的なルールベースのパーソナライ
ゼーションで十分だと考えているとします。たしかに、最初の
6か月から1年ほどはそれでよいかもしれません。しかし、マー
ケティング活動が成熟し、競争力をさらに高めるために、組織
の成長に合わせて拡張できる堅牢なパーソナライゼーション
機能が必要になった場合、どう対応しますか。初期投資から
1年ほどで、もう新しいCMSを購入しなければならないという
事態を避けるために、将来に向けてシームレスに成長、拡張
できる製品を選択しましょう。

潜在的な問題：

「機能比較表」を満たすために、
アドオンのパーソナライゼー
ションモジュールを提供するベ
ンダーがありますが、多くの場
合、シンプル過ぎて企業の現実
的なニーズを満たすことができ
ません。

洗練度が高い

洗練度が低い

パーソナライゼーションを支援する、
目的志向のマシンラーニング機能

測定イン
テリジェンス

オーサリングイン
テリジェンス

配信イン
テリジェンス

説明的

診断的

予測的

処方的

豊かなデータ

プロファイル
管理

配信

レポート

オリジナル
コンテンツ

コンテンツの
バリエーション

エクスペリエンス
の構成

カスタマー
ジャーニー

パーソナライズされたコンテンツを大規模に配信できるかど
うかは、CMSが採用企業と一緒に成長できるかどうかを判断
する際の重要な要因です。数千ものオーディエンスセグメン
トが存在する場合、それらを1対1でマッピングするにはどうす
ればいいでしょうか。手作業では不可能です。ルールベースの
パーソナライゼーションアプローチでは拡張性がありません。

ベンダーへの質問：

そのCMSのパーソナライゼーション機能は拡
張可能ですか？ 

ルールベースの段階から、より効果的なパーソ
ナライゼーションへと進みたいとき、対応でき
ますか？ 

そのCMSのパーソナライゼーション機能を活
用して大きな成果を上げた、紹介可能なユー
ザー事例はありますか？
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機能、しかも、フォーマットが自動調整されて、毎回ファイルを
編集する手間を解消できる機能も望んでいます。説得力のあ
る測定可能な方法でKPIを実現できるようにする必要もあり
ます。

3. マーケティングとITを同時に強化

マーケティング部門とIT部門双方のニーズへの対応につい
て、どちらかひとつを選ばなければならないように仕向ける
CMSベンダーが数多くあります。まるで、どちらか一方が重要
だと考えているかのようです。マーケティングとITの機能を同
時に強化できないCMS製品で妥協することは、得策ではあり
ません。コンテンツの管理、構築、配信では、その両方が重要
な役割を担っているからです。CMSで片方だけを優先すると、
コンテンツ管理に支障をきたすおそれがあります。

どちらかの関係者だけを優先する考え方は、伝統的なCMS

とヘッドレスCMSの間の論争において明確に表れます。動的
なAPIドリブン型のアーキテクチャを備えるヘッドレス専用の
CMSは、ITが必要とするパワーと機能を備えていますが、マー
ケティングのことは考慮されていません。対照的に、伝統的
なCMSのユーザーインターフェイスは、ヘッドレスCMSと一緒
に導入する場合でも、マーケティングに必要な機能を提供し
ます。その結果、コンテンツやプロセスの縦割り化が進み、オ
ムニチャネル配信をサポートするIT部門の業務が複雑化しま
す。ハイブリッドCMSは、その両方を満足させることを目指し
ています。しかし、検討しているCMSが本当に両方の機能を向
上できるかどうかを確かめるために、尋ねなければならない
質問がいくつかあります。

マーケターは、IT部門の支援を待たずに業務を容易にこな
せるセルフサービス機能を備えたCMSを求めています。それ
には、ガバナンスワークフローを使用してコンテンツを管理
し、カスタマージャーニー全体でメッセージやブランドの一貫
性を維持する機能も含まれます。マーケティング部門はキャ
ンペーンの展開や更新に関しても、大規模かつスピーディー
に、対象となるオーディエンスの期待に応えるパーソナライ
ズされたコンテンツを創出できる方法を求めています。コン
テンツを更新する際も、更新を実行する前に変更点をコンテ
クストにもとづいてプレビューできる機能を必要とします。ま
た、一度制作したコンテンツを複数のチャネルで使用できる

IT部門は、オムニチャネル配信のためにヘッドレスCMSの利点
と俊敏性を備えたAPIドリブン型の製品を望むでしょう。さら
に、ヘッドレス導入の議論の最中は軽視されがちですが、基
幹業務レベルでガバナンスおよびコンテンツ展開の問題に
対応できる機能も必要になります。つまり、様々な事業部門
や拠点、地域ごとのニーズに合わせてコンテンツ配信を管理
し、調整できる機能です。ローカライズや言語翻訳の問題にも
対応する必要があります。コンテンツのワークフローのサポー
トや、マーケティング部門またはIT部門のどちらがコンテンツ
を更新するかを選択できる柔軟性も必要です。シングルペー
ジアプリケーション（SPA）の場合、IT部門は、フロントエンドの
開発者が自分で選択したフレームワークを使用できる機能を
望みます。さらに、マーケティング部門が編集と変更点のプレ
ビューを自らの手で実行できるようにすれば、IT部門はSPAへ
の細かい変更に毎回付き合う必要はなくなります。

クラウドベースのホステッド製品はIT部門を支援しますが、こ
のようなCMSがどれも同じではない点に注意しましょう。望
ましいのは、完全なマネージド型のホステッド製品です。これ
でIT部門はインフラストラクチャの管理ではなくコンテンツや
エクスペリエンスの配信に集中できるからです。IT部門はコン
プライアンス、セキュリティ、アプリ管理、アップグレードなど

ベンダーへの質問：

IT部門は、ガバナンスとワークフロー管理の問
題に引き続き対応しながら、分離型CMSが提
供するAPIドリブン型オムニチャネル配信の利
点を享受できますか？ 

そのCMSによって、マーケティング部門は確立
されたガバナンス方針にもとづいて、エクスペ
リエンスを直接微調整できますか？

それらの変更をどれだけ迅速かつ動的に実行
できますか？

潜在的な問題：

ヘッドレス専用のCMSには、通
常、パーソナライゼーション機能
は含まれず、カスタム開発によっ
て必要なレベルのパーソナライ
ゼーションを実装する必要があ
ります。
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に対応する負担から解放されます。最高レベルのマネージド
サービスによって、IT部門の能力が高まり、俊敏性と即応力が
著しく向上します。

IT部門は、CMSのオープン性についても知る必要があります。
この分野では2つの極端なCMSに遭遇するかもしれません。
完全なオープンソースCMSと、企業に特化したクローズドな
システムです。両方の長所を提供するソリューションを推奨し
ます。例えば、オープンソースの基盤上に構築され、基幹業務
レベルの機能を搭載し、迅速にサポートを受けられるような
CMSです。

4. TCOと価値創出までの時間

コストはCMSの導入を左右する大きな要因となります。その
際、初期費用だけに注目しないことが大切です。CMSの長期
的な実装、保守、更新にかかる費用も検討する必要がありま
す。CMS製品の場合は特に重要です。他よりコストが大幅に
低いと思えたものが、総所有コスト（TCO）をよく調べたら、実
は高かったということがあるからです。

CMS製品のTCOについては、次のことを考慮するのが賢明で
す。価値が創出されるまでどのくらいかかりますか。測定可能
な成果が早く得られますか。ライセンスとホスティングそのも
ののコストのほかに、どのような付随コストがかかりますか。
追加データベースやサーバーに投資する必要はありますか。
必要な場合、追加ライセンス、ストレージ、ホスティングに必
要なコストはどのくらいですか。システムの実装コストはどの
くらいですか。すぐに利用できる標準機能および構成とカスタ
ム開発を比較すると、それぞれビジネス要件をどの程度満た

すことができますか。カスタム開発が必要な場合、作業は内
部スタッフと外部パートナーのどちらが担当すべきですか。ど
のような作業とコストが発生しますか。

CMSがクラウド向けに最適化されているかどうかは全体的な
コストに大きく影響しますが、クラウド実装のわずかな違い
によってコストが大きく左右されることも知っておく必要があ
ります。早い段階で適切に質問することで、内部チームに負
担をかけ過ぎたり、計画していなかったサービスの代金を支
払ったりするリスクを回避できます。クラウドアーキテクチャ
およびワークフローの実装が保守コストにどの程度影響す
るかを必ず把握しましょう。保守を効率化するためにどのよう
なツールが含まれているか尋ねてください。

アップグレードの作業は、ユーザーとベンダーのどちらが担
当しますか。そのコストは総額どのくらいになりますか。カス
タマイズは誰がどのようにおこない、コストはどのくらいかか
りますか。誰がシステムとデータのセキュリティを管理します
か。ユーザーまたはベンダーのいずれの場合も、どの程度の
時間またはサービス料金がかかりますか。セキュリティテスト

使用例：    webページ    モバイルwebページ 使用例：    SPA    IoT    ネイティブモバイルアプリ

シングルページアプリとweb以外のチャネルのサポートがヘッドレスに対するIT部門の関心を向上

伝統的なCMS ヘッドレスCMS

APIによる
コンテン
ツへのア
クセス

コンテンツ管理 コンテンツ配信 コンテンツ
管理

コンテンツ
配信

潜在的な問題：

CMSの選定候補を評価する際
に、ライセンスコストのみを考慮
する組織が多過ぎます。マネー
ジドサービス製品を除外する前
に、CMSを自社で管理、保守する
ために必要な総コストを考慮し
ましょう。



の費用を支払う必要はありますか。ベンダーは既に必要な認
定書を持っていますか。必要となるあらゆるモニタリングシス
テムは既に導入されていますか。モニタリングのギャップを埋
めるためにどのような作業とコストが必要になりますか。シ
ステムサポートコストの何パーセントをホスティングベンダー
が管理しますか。トラフィックが急激に増加したらどうなりま
すか。システムは負荷の増加にどのように対応しますか。その
コストはどのくらいですか。

5. 将来にわたって使用できるか

優れたCMSは、既知のチャネルと未知の新興チャネルに対応
できなければなりません。同時に、長期的にエクスペリエンス
の提供に使用される成熟したチャネルも効率的に管理でき

なければなりません。ただし、CMSを単なる機能比較表の一
項目として扱わないことも重要です。今日、企業はデジタル
エクスペリエンスをめぐって競争しています。CMSは、差別化
されたエクスペリエンスを提供できるかどうか、どのように提
供できるかを決定づける核となる要素になるからです。

CMS製品を評価する際、組織は当初のニーズまたは現在対
応しようとしている初期のプロジェクトを中心に考えがちで
す。しかし、ニーズは1年から3年後を見据えて長期的に考える
必要があります。パーソナライゼーション戦略はこれから1～2

年でどのように進化するか、エクスペリエンスに関してどのよ
うなレベルのインサイトが必要になるかを検討しましょう。こ
の先のデジタル戦略の展望と、現在評価している製品がその
戦略の実施に役立つか、逆に阻害要因になるかを検討しま
す。そのCMSは、エクスペリエンスの大規模な配信基盤に成
長できる柔軟性を備え、他のマーケティング技術と容易に統
合できますか。ビジネスの成長に合わせて拡張でき、新機能
を追加できますか。

市場のリーダーと認められたコンテン
ツ管理基盤

Gartnerの「Magic Quadrant for Web Content Management（web

コンテンツ管理市場のマジッククアドラント）」において市場
のリーダーと評価されたAdobe Experience Managerは、この
バイヤーズガイドで取り上げたあらゆる重要な要素に対応
できる比類ないポジションを占めています。Adobe Experience 

Manager Sitesなら、webやモバイル、電子メール、印刷物、ソー
シャルな顧客接点を含むあらゆるチャネルをまたいでデジタ
ルメディアとコンテンツのオーサリング、管理、配信を最適化
できます。ハイブリッドCMSのアーキテクチャにより、APIドリブ
ン型のオムニチャネル配信やフロントエンドでのオーサリン
グ、制御、ガバナンスの柔軟性など、マーケティングとITの両
部門のニーズに応えることができます。他のAdobe Experience 

Cloudソリューションと組み合わせることで、Adobe Experience 

Manager Sitesは、今日および将来のCMSとデジタルエクスペ
リエンスに求められる要件を満たす卓越したデジタルエクス
ペリエンス基盤となります。

Adobe Experience Manager Sitesがビジネスにもた
らす効果についてはこちら： 
www.adobe.com/jp/marketing/experience-
manager-sites.html

潜在的な問題：

ヘッドレス専用のCMSは初期費
用が低いと思われがちですが、
必要なコンテンツガバナンスや
ワークフロー管理、迅速なマー
ケティングのコストは考慮され
ていません。
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ベンダーへの質問：

総コストと基本となる予測収益の見積りに関
して、ベンダーはどのような文書を作成してい
ますか？ 

IT部門以外の社内組織のリソースと時間を計
画する必要がありますか？ 

ベンダーの顧客の何割が最新リリースを使用
し、アップグレードや最新機能の使いやすさを
実証していますか？

https://www.adobe.com/jp/marketing/experience-manager-sites.html
https://www.adobe.com/jp/marketing/experience-manager-sites.html

