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3パーソナライズを実践するための10の戦略     |

パーソナライズはほぼすべてのマーケターが希望する戦略ですが、Sitecoreの調査
では実際にパーソナライズを実践しているマーケターは少数ということが判明しま
した。Webサイト、メール通知またはソーシャルメディアキャンペーンなど、カスタ
マーエクスペリエンスをパーソナライズする場合は、顧客とブランドの現在および
過去のやり取りにおける来訪者の目的、背景、文脈を考慮したコンテンツを提供す
る必要があります。Sitecoreでは、これを「コンテクストマーケティング」と呼んで
います。 

あらゆる顧客エンゲージメントのチャネルでパフォーマンス向上、ロイヤリティ醸
成、そして実績をもたらす、測定可能で関連性の高いエクスペリエンスを演出する
アプローチです。コンテクストマーケティングにより、企業は顧客を「個客」とし
て把握し、エクスペリエンスをリアルタイムで演出できるのです。 

Sitecore® Experience Platform™には、コンテクストマーケティングを活用で
きるパーソナライズ機能が搭載されているので、Sitecoreユーザーであればすぐ
にパーソナライズを実践いただけます。

はじめに

SBOSについて
Sitecore Business Optimization Servicesチーム(SBOS™)では、Sitecore® 
ExperiencePlatform™導入と活用のために、これまでのベストプラクティス
をもとにデジタル成熟度を設定し、今後の方向性を明確化、その方向性へ
向かうための実用的なプランも提示します。

お客様の目標達成を支援するSBOSの詳細をご覧ください。 

https://www.sitecore.com/knowledge-center/getting-started/maturing-digitally/about-sbos
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ところで、パーソナライズがコンテクストマーケティングとどのように違うかわか
りますか？ コンテクストマーケティングとは、基本的にはパーソナライズをより
強化したものです。マーケターはメールやWebコンテンツを頻繁にパーソナライズ
します。しかし、ユーザーがあるチャネルで開始した操作を別のチャネルで完了で
きるような、チャネル全体でパーソナライズされた「個客」エクスペリエンスをリ
アルタイムに演出していることは稀です。実は、これこそがコンテクストマーケティ
ングなのです。これを実行するには顧客とのやり取り、堅牢なコンテンツ管理、
オムニチャネルオートメーションに関してコンテクストを理解することが重要で、
これに基づきコンテンツをあらゆるチャネルへ配信します。本ホワイトペーパー
では特定のチャネル戦略について説明するため、より正確を期して「パーソナライ
ズ」という用語を使用します。

Sitecore Business Optimization Strategies (SBOS)チームは、ユーザーのエク
スペリエンスレベルに応じてパーソナライズ戦略を立てます。パーソナライズがビ
ジネス価値を提供する可能性と、パーソナライズ戦略の導入に必要な作業量を試
算します。 

ユーザーに応じたアプローチを提案し、エクスペリエンスをパーソナライズするた
めのより基本的な方法から徐々に高度な戦略へ移行していきます。当社ではこの
プロセスを「ハイハイ（crawl）」「歩く（walk）」「かけ足（jog）」「疾走（run）」と
段階別に呼んでおり、本ホワイトペーパーでは、主に「ハイハイ」と「歩く」段階に
焦点を当て説明します。10番目の戦略のみ、「かけ足」段階に進む準備が整った
ユーザー向けとなっています。

戦術1： 初めての訪問者に特別なお出迎えを
第一印象は生涯にわたり継続します。それはWebサイトであっても同じです。 

新規訪問者は特別で、それは一度もサイトにアクセスしたことのない訪問者の心を
とらえるためだけではなく、ブランドと価値を表現するチャンスだからです。パーソ
ナライズで暖かくお出迎えし、感謝の気持ちを表しましょう。またパーソナライズ
では、顧客の扱い方について、その対応のよさを見せることもできます。現代社会
では、独自性が他社との差をつける重要要素です。 

訪問者が初めてサイトにアクセスすることがショッピングジャーニーの始まりにな
るかもしれません。顧客によっては、ショッピングジャーニーの途中の場合もあり
ます。顧客の状況に合わせてコンテンツを提供しましょう。サイトで暖かくお出迎
えし、さまざまなページへ導く「何をお探しですか？」といったコンテンツを準備し
ます。お出迎えといっても、「ようこそ」のような直接的な文言を提示する必要はあ
りません。顧客が選択できるさまざまなパスを、間接的に目立たせるのです。これ
らのパスを通して、瞬間的な意図を理解できるようになります。

パーソナライズ vs 
コンテクストマーケティング
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メモ：初めての訪問者が新規顧客とは限りません。新しいデバイスを使用している
だけかもしれないので、お出迎えのメッセージは簡潔にすることをお勧めします。 
その後、顧客の関心のあるトピックにすばやく移動させましょう。

作業目安： 低 (想定 15分)

Sitecoreでの実践方法：Sitecoreでは訪問者の訪問回数をトラッキングし、
それをパーソナライズの要素として使 用します。新規訪問者のお出迎 え
は、Sitecoreで最も簡単に実践できることの一つで、「初回訪問」に基づくルール
を作成し、パーソナライズを有効にするだけです。これはSitecore Experience 
Platform（以下、XP）のルール設定エディターで設定します。 Sitecore XPに
搭載されている、コンテンツ管理に論理ベースのルールを適用する機能です。

戦術2： 既存顧客には履歴に応じた対応を
昨日靴を購入した店で、担当してくれた店員から同じ靴を勧められたとしたら、ど
のような気分でしょうか？ 店員が自分に気づいてくれなかったと気分を悪くした
りしませんか？ 

今はオンラインでの買い物も多いですが、その場合でも同じエチケットがあてはま
ります。商品やサービスをオンラインで購入したユーザーが翌日同じサイトに訪問
し、購入したばかりの商品やサービスの宣伝を何度も目にするほど不愉快なことは
ありません。 

また、トラフィックの大部分が既存顧客であっても、新規顧客獲得にばかり注力して
いるサイトも多く見受けられます。既存顧客がサイトに戻ってくる理由はたくさんあ
ります。たとえば、購入した商品の情報を探していたり、商品の使用方法でサポート
を必要としていたり、購入した商品を気に入ったので他商品も見たい、などです。
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パーソナライズして「個客」エクスペリエンスを演出すれば、既存顧客の満足度を
高めることができます。満足した顧客が増えれば、アップセルやクロスセルの機会
も増えます。顧客にとってよいことは企業にとってもよいことなのです。 

既存顧客のサイト再訪問もファン育成のよい機会です。購入者は販売企業より他
の購入者の意見を信じる傾向にあるため、顧客がソーシャルメディアで意思表明で
きる今の時代はとても重宝します。 

既存顧客に注力すると、サポートコールやカスタマーサービスの問合せ件数の削減
にもつながり、チャネル全体のコストも削減されます。

作業目安： 低(想定 30分)

Sitecoreでの実践方法：Sitecoreには、見込み客とすでに獲得した既存顧客を見分
けるための機能が多数搭載されています。次を実践してみましょう。

• 既存顧客へのメールキャンペーンにSC_campタグを利用し、識別子として使
用。Sitecore Email Experience Managerご利用の場合、メール内のリンク
に自動的にタグが追加される

• エイリアス(例：yoursite.com/customers)を生成し、サイトに訪問したことの
ある顧客とのみ共有

• サイトでコンバージョンやオンライン取引が発生する場合（オンラインショッ
ピングを展開している場合など）は、コンバージョンゴールをトリガーとして使
用

• SitecoreをCRMにつなげて、顧客ステータスフィールドを利用し、既存顧客か
どうか特定

• サイト履歴を使用し、既存顧客を識別（「サポート」セクションを閲覧している
場合は既存顧客の可能性が高い）

戦術3： インバウンドエクスペリエンスのリンク/リターゲティング
多くのSitecoreユーザーはすでにインバウンドトラフィックを生成しているだけで
なく、マスターしたユーザーもいます。検索エンジンマーケティング（SEM）、検索
エンジン最適化（SEO）、ディスプレイ広告、ソーシャルメディアターゲティングと
投稿、メールキャンペーンなどから大量の流入をはかっています。 

顧客がいずれかの流入元からサイトを訪れる際には、意図を持って訪問していま
す。その意図は、流入元であるクリック報酬型広告（PPC）、ディスプレイ広告、
メール、Facebook投稿、ツイート、Instagram写真やその他多数のソーシャルチャ
ネルに含まれるメッセージから引き起こされます。 

たとえば、自動車メーカー勤務だとして、サイトからの収益を上げる目的があると
します。その場合、いずれかのディーラーで試乗を予約するなど、エンゲージを高
める必要があります。このためにさまざまなSEMキャンペーンを実施し、それぞ
れの車種やドライブシーン、支払いオプション（リースなど）などに応じた多様な
キーワードやフレーズを使用することもあるかもしれません。

では、安全テストでよい結果だったと訴求するキャンペーンを仮定しましょう。テス
ト結果を宣伝するサーチキャンペーンからサイトに到達すると、その顧客の意図に
対するインサイトはかなり明白です。顧客は最高クラスの安全性能を搭載した車
の購入を検討しているに違いありません。 
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そしてテスト結果を記載したランディングページをすでに訪問しているでしょう。 
その車種についてのジャーニーを続けることを考えて、エアバッグ、衝突警報装置
や安定制御に関連するメッセージを表示したコンテンツを用意しているかもしれ
ません。

あるいは、6ヶ月以内に新車を購入した顧客全員へのメール送信を企画し、メール
内のリンクをクリックしてサイトへ到達した可能性もあります。顧客がクリックし
た流入元こそが「このユーザーは既存顧客で、新車を所有。別の車を購入する予定
はなさそう」という関連データポイントを生成するのです。  

このデータポイントを活用し、関連性の高いパーソナライズされたエクスペリエン
スを演出する必要があるのです。新車購入から間もないため、この顧客には新車
を宣伝するコンテンツは表示しないでください。その代わり、メンテナンスや付属
品を販促するコンテンツを配信しましょう。

アウトバウンドキャンペーンと流入トラフィックをパーソナライズしたエクスペリ
エンスにつなげると、アウトバウンドの支出を削減しながらコンバージョンを維持
できます。もしくは、同じ支出でより多くのコンバージョンを生み出せます。いずれ
の方法でも、よい結果につながることは間違いありません。 

作業目安： 低（想定45分）

Sitecoreでの実践方法：流入元と顧客の意図をマッピングするには、トークンまた
はいわゆる「キャンペーンID」が必要です。これは固有ID（UID）とも呼ばれ、 流
入元のURLに追加されます。たとえば次のような形式で表記されます。

　　　　w ww.yoursite.com?sc_camp=UID

UIDとは、パーソナライズしたい場所にルールを定めてエクスペリエンスをパーソ
ナライズするための参照IDです。たとえば、Sitecoreで「キャンペーンIDがUIDと
等しい場合、安全性に訴求したバナーを表示」というルールを設定します。
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戦術4： 位置情報の活用
位置情報サービスを活用すると、顧客の住む国、都道府県、市区町村、郵便番号
に関する情報を入手できます。また、緯度や経度を取得して、顧客のおおよその位
置も把握できます。多くの場合、顧客の現在地を使ってその地域に関連するコン
テンツを配信することにが可能です。たとえば、スマートフォンから顧客がとある
小売店付近にいることがわかったとします。この情報をもとに、店舗へのアクセス
方法をパーソナライズしたコンテンツを提供します。  

複数店舗を展開する小売店の場合は、位置情報のパーソナライズで顧客の現在地
に最も近い店舗を案内できます。アクセス方法や割引クーポンなどのコンテンツ
で、その店舗への興味を喚起しましょう。遊園地の場合は、顧客の位置に近い乗り
物の運行スケジュールを案内するなど、多くの機会が存在していることがわかりま
す。

ユーザーがスマートフォンを使っていて、サイト閲覧などオンライン活動を活発にす
る気分ではないかもしれません。このようなユーザーには、より少ないクリックで
サイトに到達できる方法がお勧めです。エクスペリエンスをパーソナライズするこ
とで、クリック数を削減することができます。ユーザーとのやり取りの関連性を高
め効率性を上げると、コンバージョン率の向上につながるでしょう。  

作業目安： 低（想定30分）

Sitecoreでの実践方法： 位置情報を利用してパーソナライズするにはそれほど時間
はかかりません。SitecoreのIP Geolocation Serviceを活用されている場合はと
くに簡単です。その場合は、位置情報に基づいたパーソナライズを有効にするだけ
です。 

Sitecore IP Geolocation Serviceに基づく検索機能を利用している場合は、位
置情報データが強化され、パーソナライズにも適用できます。位置情報に基づき
ページやコンポーネントをパーソナライズするには、適切なルールを作成するだけ
です。 

戦術5： パーソナライズをコンバージョンにつなげる
静的サイトでは、ニュースレター、ホワイトペーパーのダウンロード、特別オファー
への登録など、毎回ほぼ同じ行動喚起（CTA）を呼びかけています。一般的に、こ
れらCTAはサイトで一番の「売り」となっており、価値の高いコンバージョンや見
込み客を生成します。サイト全体で顧客のジャーニーをトラッキングしている場合
は、何がコンバージョンのきっかけになったのかを容易に推定できます。 

多くの企業では、訪問者を「既知」の関係に変換することをデジタルマーケティン
グの主要目標としています。B2B企業の場合、ホワイトペーパーの提供が名前や役
職、メールアドレス入手のきっかけになります。B2C企業の場合、アカウント作成
やロイヤリティプログラム登録により個人データを入手できます。いずれの場合
も、新規で価値の高い見込み顧客がデータに含まれているはずです。 

見込み顧客の価値は非常に高いため、丁寧に対応しましょう。その貴重なデータを
活用して、価値の高い顧客向けにコンテンツをパーソナライズします。B2B企業の
場合、導入事例の提示がこれに該当するでしょう。B2C企業の場合は、会員登録の
メリットを訴求するチャンスです。  

これらのデータを活用して、新しいCTAを表示しましょう。ニュースレターへの登
録を勧めるのではなく、たとえば特典つき会員登録を勧めるなどしてエクスペリエ
ンスをパーソナライズします。見込み顧客との親密感を高め、ロイヤリティを醸成
するのです。

https://doc.sitecore.com/developers/90/sitecore-experience-manager/en/ip-geolocation.html
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提供するオファーが何もない場合でも、パーソナライズにより関連性の低いコン
テンツの表示を回避できます。これにより、顧客を不愉快な気分にさせずにすみま
す。 

作業目安： 低（想定30分）

Sitecoreでの実践方法：Sitecoreなら、少しの作業でパーソナライズしたコンテン
ツを提供して、顧客へのコンバージョンを促進できます。次が作業のステップで
す。 

1. デジタルコンバージョン目標となる対象を作成。ダウンロード資料や入力
フォームなどが該当

2. 「フォームの送信」のクリックや「ありがとうございました」ページへのコン
バージョンをデジタルゴールにひもづけ

3. ひもづけたゴールに基づき、パーソナライズを有効化

戦術6： モバイルコンテクストを考慮する
顧客は絶えず移動し、道を歩いたり空港を通過したり、通勤したり、お店に入った
り、さまざまな場所を転々としています。それにともない、集中できる時間も短く
なっています。つまりこれは、顧客のモバイルコンテクストに基づいて、関連性の
高いエクスペリエンスを演出するチャンスということです。

スマートフォンの利用拡大で、多数の企業がモバイルファーストのアプローチを展
開、モバイルサイトを最優先し、PCサイトをその次に位置づけています。しかしそ
の多くの場合はデバイス志向のアプローチで、顧客が実際にスマートフォンやタ
ブレットで何をしているのかあまり考慮されていないのです。 

単にレスポンシブサイトを用意するだけでなく、デバイスのメリットを最大限に活
かし、位置情報や会場に関するインサイトを利用して、最も関連性の高いエクス
ペリエンスを演出しましょう（「戦略4：位置情報の活用」参照）。  
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作業目安： 低（想定30分）

Sitecoreでの実践方法：Sitecoreなら、顧客のモバイルコンテクストの活用も難し
くありません。モバイルデバイスと顧客に関する洞察（インサイト）に基づき、パー
ソナライズしたい物理的な場所（現在地や会場など）を選んでパーソナライズを
有効にするだけです。

Sitecore IP Geolocation Serviceに基づいた位置検索機能や、顧客のデバイス
情報を収集したデバイス検知機能もご利用いただけます。これらのサービスは情
報を補完し、パーソナライズに使用可能なデータを提供します。

顧客のデバイスと位置情報をもとに、パーソナライズしたい場所に対してルール
を適用できます。

戦術7： プロファイリングの活用
Sitecoreの最も評判のよい機能の一つに、データをリアルタイムで収集する機能
があります。ユーザーのこれまでのやり取り履歴をトラッキングすることもでき
ます。その時点でのデータを生成するため、「瞬間的な」行動と呼ばれています。 
Sitecoreでは顧客の興味を正確に把握できるだけでなく予測も可能なので、訪問
者がサイトの特定ページや場所に到達したその瞬間に、最も関連性の高いコンテ
ンツを提供します。

ほとんどのサイトには製品、サービス、価格、ブログ、会社概要、お問合せ先、採
用など、例を挙げるだけでもさまざまなセクションがあります。顧客のエンゲージ
メントが高いセクションを把握することで、顧客の意図を特定しやすくなります。 
Sitecoreは行動に基づき訪問者をプロファイリングするため、そのプロファイル
に応じたコンテンツを提供できます。たとえば、閲覧ページごとに次のようなコン
テンツを表示するのはいかがでしょうか。

• 価格ページを訪問したユーザーに割引オファーを提示

• ブログページを訪問したユーザーに、一番人気のブログ投稿を表示

• 製品ページを閲覧しているユーザーに最新製品を表示

Sitecoreソリューションで最も強力なパーソナライズ機能への投資を回収する
ためには、ユーザーのプロファイリング機能から始めるのが簡単かつ基本的な
やり方です。プロファイリングすることで、Webサイト上の関心に基づいてコン
テンツを提供できます。Sitecoreで実施できる、プロファイリング例は次の通り
です。

• カスタマージャーニー（または顧客のライフサイクル）での顧客の段階：ペー
ジ別のコンテンツ消費に応じたプロファイリング。たとえば、「会社概要」
ページのコンテンツは顧客ライフサイクルの初期段階にいる顧客に表示し、
詳細な製品ページはその後の段階にいる顧客に表示

• 製品/サービスのカテゴリー：顧客が最も関心を持つ製品やサービスカテゴ
リーを特定するためのプロファイリング

https://doc.sitecore.com/developers/90/sitecore-experience-manager/en/using-device-detection.html
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• 業界：とくに業界向け製品やサービスを多く展開している場合、表示コンテン
ツをパーソナライズすると、多数の機会が生まれやすいプロファイリング

• ペルソナの設定：Sitecoreではペルソナを事前設定可能。ペルソナごとに独
自のコンテンツを制作したことがあるのではないでしょうか。Sitecoreでは
閲覧中の顧客をペルソナにマッピングして、それをもとに顧客のパスに沿って
追加コンテンツをパーソナライズして表示

プロファイリングには二つのメリットがあります。一つ目はコンバージョンの大幅
な向上です。二つ目は、暗示的な閲覧履歴に基づいた顧客プロファイリングでア
ナリティクスが改善され、結果的により優れたインサイトを獲得できるため、これ
を活用して全体的なマーケティング計画やマーケティングミックス、予算を練って
いる当社のお客様が多くいらっしゃいます。

Sitecoreのプロファイリング機能のご利用を強くお勧めしますが、それには必要
なプロファイルを識別するための作業が必要です。 

作業目安： 中（想定180分 + コンテンツをプロファイルにマッピングするための
時間） 

Sitecoreでの実践方法：プロファイリングは、次の7つのステップがあります。

このプロセスを三つにまとめると、次のようになります。

1. プロファイルの作成（プロファイルとパターンカードを含む）

2. コンテンツのプロファイリング：トラフィックが多いコンテンツから順に実施 

3. パターン（推奨）またはプロファイル値のいずれかにマッチするように、組み
込んだルールに基づいてパーソナライズ

プロファイルを作成すると、Sitecore Experience Analytics機能でもそれらを
使用できるというメリットがあります。また、顧客セグメント別の行動や、パフォー
マンスの最も高いコンテンツ、特定セグメントを最も惹きつけるチャネルやキャン
ペーンを把握しやすくなります。 

プロファイルごとのコンテンツが充分にない場合は、よりプロファイルに合った、
かつ顧客の心に響くコンテンツを作成し、プロファイリングとパーソナライズを改
善しましょう。

1. 対象者 と理由を識別

2. プロファイルを設定

3. プロファイルカードとペルソ
ナを設定

4. コンテンツをプロファイリ
ング

5. 事前定義された訪問者パ
ターンを設定

6. パターンに基づきパーソナラ
イズルールを作成

7. 調整と最適化

https://doc.sitecore.com/users/90/sitecore-experience-platform/en/content-profiling.html
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戦術8： 顧客の評価
当社では、お客様に二つの違うプロセスを試してもらいながら、コンテンツの
パーソナライズを支援しています。どちらのプロセスも顧客を評価するもので、こ
の評価またはスコアづけにより、プロアクティブな計画をサポートします。評価に
は二つの基本形式があります。一つは「リードスコア」で、もう一つは「チャーン
（解約）スコア」です。「リード」も「チャーン」もビジネス基礎用語のため、すでにご
存知でしょう。

リードスコアでは、訪問者のデジタル活動に基づき、訪問者が顧客になる傾向を
特定しやすくなります。低、中、高にわかれ、販売活動やセールスファネル内の段
階を動かすための関連コンテンツの表示に活用できます。

リードスコアは典型的なB2B企業にメリットがあると言われています。とくに、長
い購入サイクルを必要とする製品やサービスを提供し、サイトでさまざまなやり取
りが発生する企業に適しています。 

リードスコアも、パーソナライズ戦略のようにコンバージョン向上に効果がありま
すが、スコアの範囲が幅広い場合の訪問者数に基づいた予想のモデル化にも効
果があります。当社では、リードスコアを基本的なカテゴリーである低、中、高の3
つのグループにわけることを推奨しています。次に、これらのカテゴリーをマッピ
ングし、平均の販売サイクル期間、平均注文サイズ、アクティブなリード数などを
測定します。これだと、予算やターゲットに対し現状どのくらい達成しているのか
を把握しやすくなりますし、特定分野に対する取組みを再測定するためにも使え
ます。 

またサイトのコンテンツや活動を調べて、コンテンツを消費したり特定の活動に
エンゲージした後に訪問者が顧客になる可能性を示したリードスコアの基準を作
ることをお勧めします。たとえば、訪問者の活動をスコアリングする例を挙げて
みましょう。

• 製品ページを閲覧すると、スコア「1」を加点

• 価格ページを閲覧すると、スコア「5」を加点

• 導入事例をダウンロードすると、スコア「10」を加点

• 製品デモ動画を再生すると、スコア「20」を加点
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リードスコアは集積されていくものなので、前述のスコア例では、価格ペー
ジを閲覧し製品デモ動画を再生した訪問者のスコアは「25」になります。そ
して、これらのスコアを使用してパーソナライズ結果をマッピングします。 
スコアに応じて表示するルールの例を挙げます。

• リードスコアが低（10未満）の場合、オピニオンリーダーのブログ投稿を表示

• リードスコアが中（10～29）の場合、導入事例を表示

• リードスコアが高（30以上）の場合、直接連絡を取れるような招待状を送付 

「チャーンスコア」では、既存顧客が製品やサービスを解約しそうかを把握する
こともできます。これは、契約、ビジネス条件または解約仕様に関するコンテン
ツを提供している企業にとくに適しています。チャーンスコアは、顧客の生涯価値
（LTV）を測定している場合にとくに重要になります。 

作業目安： 中（想定120分 + コンテンツにスコアをつけて評価する時間）

Sitecoreでの実践方法：プロファイルからリードスコアとチャーンスコアを作成し
たあと、「戦略：7 ユーザープロファイリングの活用」を実施します。次の三つの
基本ステップを使用します。 

• リードスコアとチャーンスコアのプロファイルを作成（プロファイルカードと
パターンの作成は不要）

• リードスコアとチャーンスコアをコンテンツと活動に適用

• プロファイル値が組み込まれているルールに基づいてパーソナライズ

戦術9： 顧客をソーシャルメディアアカウントとつなげる
Sitecore XPにはSocial Connectという機能が搭載されており、顧客がFacebook
やTwitter、LinkedInなどのソーシャル認証を使ってサイトへサインインした場合
に、そのソーシャル情報を取得することができます。Social Connectを利用する
と、顧客が新たにユーザー名やパスワードを覚える必要がなく、登録作業を簡単に
します。それだけではなく、より詳細な顧客に関するインサイトをすばやく獲得で
きるので、顧客がソーシャルアカウントで共有したデータに基づき関連性の最も
高いエクスペリエンスを提供できます。獲得したデータはSitecore® Experience 
Database™（xDB）に保存されます。

また、人口統計学情報や心理学的属性情報も把握できます。ソーシャルデータで
セグメントの行動を分析することで、ペルソナや、年齢、性別、関心に基づいた行
動の差異を理解しやすくなります（顧客がソーシャルチャネルから情報の共有を
許可している場合）。これらを活用し、セグメントにマッチする顧客の新規獲得を
狙えるのです。
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顧客の多くがソーシャルメディアを利用しており、サイトに入力フォームやアカウ
ント認証が含まれる場合は、Social Connectのご利用を推奨します。

事業内容に応じ、適切なソーシャルログインを選択してください（例：B2B企業の
場合はLinkedIn、B2Cの場合はFacebookなど）。

たとえば、ユーザーを会員クラブに勧誘したいB2C企業の場合、顧客から特定の
データを収集するために入力フォームをサイトに設置していることが多いです。 
フォームの入力を促すより、「Facebookでサインイン」のオプションを提示しましょ
う。このシンプルなステップでユーザーの認証が完了します。さらによい点は、
顧客がそのソーシャルチャネルで共有している情報（名前、メール、電話番号、国、
関心、いいね！、グループなど）のデータにアクセスできることです。これらのデー
タをSitecore xDBに保存し、必要に応じて更新もできます。

関心などのデータを使用して、訪問者にパーソナライズされたエクスペリエンス
を演出しましょう。訪問者が映画に関心がある場合、たとえば、映画チケットが当
たるくじなどのコンテンツを宣伝するのです。 

また、Social Connectでは、特定のソーシャルメディアのアカウントデータも入手
できるので、顧客がソーシャルメディアアカウント認証を使用してサイトにログイ
ンしたあと、xDBおよびSitecore® Experience Profi le®に保管されたデータに
アクセスできます。

作業目安： 中（想定240分）

Sitecoreでの実践方法：当社では、パーソナライズの「ハイハイ（crawl）」段階*
以降、「歩く（walk）」段階の準備が整っているユーザーにSocial Connectを推奨
しています。基本ステップは次のとおりです。 

• Sitecore内および各ソーシャルメディアネットワーク内で設定

• Social Connectを有効化

• 必要に応じ、パーソナライズするソーシャルメディアデータにカスタムルール
を追加
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戦術10： ジャーニーマップの作成
この最終戦略は、パーソナライズの「ハイハイ(crawl)」と「歩く(walk)」
段階にすでに到達し、「かけ足(jog)」の準備をおこなっている上級ユーザー
向けです。 

ジャーニーマップの準備は作業量が多く経験も必要ですが、非常に有益で、
さまざまな段階における顧客の意図や目的をしっかりと理解しているユー
ザーに推奨しています。その段階とは、次で構成されます。 

• 複数のデジタルチャネルでの複数のやり取り

• 製品やサービスの個別の評価プロセス

• 長期間にわたり顧客であること

• 製品、サービスまたは業界に関するより深いインサイトを希望

購入者のジャーニーをマッピングすることで、顧客の特定のマイルストーン
にパーソナライズしたエクスペリエンスを提供できるようになり、顧客のエ
ンゲージが向上するのです。エンゲージが深ければ深いほどコンバージョン
も高まります。  

ジャーニー分析では、コンテンツのギャップを識別し、より豊かなエクスペ
リエンスを構築するためのインサイトを提供します。

シンプルな例として、新車購入のジャーニーを見ていきましょう。ジャー
ニーを複数の段階に分類します。

• ニーズ：ジャーニーはニーズから始まります。たとえば、古い車を修理する
必要があるものの、修理費用が下取り価格や再販価値を上回ることがありま
す。

• 調査：ブランド、車種、安全性能など、さまざまな面を幅広く調査します。  
より細かく調査し、徐々に選択肢を絞り込んでいきます。

• 意思決定： ディーラーでのエクスペリエンスに基づき、ブランド、車種、性
能を候補のなかから選択します。

• 顧客：車を購入し、ジャーニーが終了します。そして、既存顧客エクスペリ
エンスという新たなジャーニーが始まります。
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カスタマージャーニーのマッピング

作業目安：中（想定300分）

Sitecoreでの実践方法：SitecoreのExperience Automation機能では、シン
プルなものから、複数のトリガーやパスを使用した複雑なものまで、多彩な
ジャーニーマップを作成できます。複数のトリガー（例：特定の目標達成）
を有効にすると、ジャーニーマップをとおして訪問者をガイドし、サポート
します。Sitecoreでジャーニーマップを使用するには、次の三つの基本ステッ
プを実施します。

1. Experience Automationを使用し、ジャーニーマップを作成

2. 顧客をジャーニーマップに追加するためのトリガーを適用し、顧客の行動
に応じて正しい段階に移動開始

3. 各段階でコンテンツをパーソナライズ

カスタマーエクスペリエンスの自動化

新車購入を検討中 最適な車種は？ 最適な車か
どうか確認 顧客化

ジャーニーをデジタルでマッピングすることにより、顧客のニーズと最も関連性の高いエクスペリエンスを演出できます。

訪問者ー
初期段階

Sitecore XPのExperience Automation機能では、顧客のジャーニー段階に応じてトリガーを設定できます。

トップファネルの
コンテンツを閲覧

特定のカテ
ゴリーを
閲覧？

調査段階

比較

特定の車種
を閲覧？

確認段階

説明や口コミを
信頼

顧客化？

訪問者が
顧客へ転換

既存顧客フロー
を開始

https://www.sitecore.com/ja-jp/products/sitecore-experience-platform/marketing-automation
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今日のデジタル顧客は、複数のデジタルチャネルを行き来する複雑なジャー
ニーをたどっています。そのため企業がその目的を達成するには、訪問者の
ジャーニーへ複数の接点とチャネルから入り込まなくてはならず、コンテクストマー
ケティングをおこなうにはパーソナライズの活用が重要です。SBOSチームでは、
企業が顧客や見込み顧客のエンゲージを測定、生成、最適化できるようにすること
を目標にしています。SBOSの詳細については、WebサイトまたはSBOSアカデミー
の資料をご覧ください。

Sitecoreについて

Sitecoreは、企業がデジタル上の顧客体験を演出するためのプラットフォーム
を提供しています。デジタルエクスペリエンス分野におけるリーダーであり、
コンテンツ、コマース、そしてデータを一つのプラットフォーム上で管理・
活用できる唯一の企業です。当社のプラットフォームを活用したデジタルエ
クスペリエンスが、世界各国で、日々何百万と演出されています。American 
ExpressやASOS、Carnival Cruise Lines、Kimberly-Clark、L'Oreal、Volvo 
Carsなどの世界各国の大手企業や公的機関がSitecore製品を採用し、パーソナ
ライズされたエクスペリエンスを提供することで、顧客とのエンゲージメント
を向上しています。 

詳細は、sitecore.com/ja-jp をご覧ください。

次のステップ

https://www.sitecore.com/knowledge-center/getting-started/maturing-digitally/about-sbos
https://www.sitecore.com/knowledge-center/getting-started/marketing-consulting
https://www.sitecore.com/ja-jp



