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はじめに

実践的な観点からのキーワード解説を
本書は、2010 年に刊行された『よくわかる Web ＆モバイルマーケティングの教科書』
の増補改訂版です。新たに 37 のキーワードを追加し、既出のキーワードも大幅に加筆
修正するなど、最新の Web ＆モバイルマーケティング事情にキャッチアップした内容
となっています。

Web マーケティングの世界に氾濫する専門用語、紛らわしいカタカナ語やアルファ
ベットの略称にウンザリしたことのある方は多いはずです。
しかし、言葉を知っていること自体が重要なのではありません。大切なのは、それ
が自社のビジネスにどう関係するのか、どう利用できるのかを理解し、実践することで
す。
ただ、その言葉が何を意味しているのか全く不明では、必要・不必要の判断すらで
きません。そこで本書では、厳密な用語定義や技術論ではなく、様々な用語がビジネ
スにどう関わるのか、どう利用すべきなのか、実践的な観点から解説を試みました。

言葉が明確になれば視界もクリアになる
言葉には「あるモノ」と「あるモノ」を分節する機能があります。色を区別する言
葉を 7 つ以上知って初めて、虹を 7 色に分けて認識できるように、世界を言葉で分節す
ることで、物事が明確になるのです。
ところが Web マーケティングの世界に漂う多くの言葉は、意味するところが曖昧で、
物事を明確にするどころか、むしろ混乱を与えているように思えます。
変化ばかり速いこの世界では、ある言葉が消化され、意味が定着する前に次々と新
しい言葉が登場してきました。ここで一度立ち止まり、曖昧なままの言葉を 1 つずつ咀
嚼してみましょう。言葉が消化されれば視界がクリアになり、進路を見極めるのに役
立ちます。
本書がその助けになれば幸いです。

Parallax 林なほ子
有限会社大倉 ウェブマーケティング事業部
櫻沢信行
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本 書に

ついて

本書は、
「CHAPTER1 Web マーケティングの基本」
「CHAPTER2 Web マーケティングの手法」
「CHAPTER3
ソーシャルメディアマーケティング」
「CHAPTER4 モバイルマーケティング」
「CHAPTER5 インターネット広
告」
「CHAPTER6 E コマース」
「CHAPTER7

検索エンジン」
「CHAPTER8

アクセス解析」
「CHAPTER9

効果

測定と効果指標」と「APPENDIX」の 10 のパートで構成しています。
各パートでは、それぞれのテーマについてキーワードを集めてあります。
「APPENDIX」では本編で紹介しきれ
なかったものの、現在 Web マーケティングにおいて注目されているキーワードを解説しています。
キーワードに略称や別の名称がある場合は、一緒に並記しています。
関連するキーワードの参照ページを傍注に記しました。前から順に読むよりも、お読みになる方にとって必要な
キーワードから順に関連用語をたどっていくような読み方のほうが、より理解が深まると思います。
関連キーワードについては、その項目ページにも囲み記事で簡単に解説してあります。参照ページに移らなくて
も、それを読めばキーワードの意味を理解できるようにしています。
キーワードに関して、市場動向をまとめたレポートや、マーケティングを実施する際のアドバイス、知っておき
たい知識などを適宜 COLUMN として挿入してあります。
キーワード解説

関連キーワード

ここではキーワードの意味や名称を説明しています。続く解
説部分では、そのキーワードが「どのように使われるのか」
「ど
んな働きをするのか」といった観点から解説しています。

解説文中でポイントとなるキーワードをピックアップしてあ
ります。この説明だけでもキーワードのおおまかな意味を理
解できるようになっています。

er 9-3
Ch a p t
LPO（えるぴーおー）

いずれの場合も、サイトのトップページをランディングページに
設定するより、
「ウサギのケージ」や「老犬の介護に必要な商品」を
一覧できるページにそれぞれ誘導することで、ランディングページ
での離脱率を低く抑えられるはずです。
（図 3 参照）

【Landing Page Optimization】

特に取扱品目が多く、商品カテゴリの階層が深くなりがちな大規
模な EC サイトではこのような配慮が必須です。

■ 別の名称：ランディングページ最適化

関連キーワード
■ ランディングページ
サイト訪問者が一番最初に目に
する大事なページ。

■ コンバージョン
商品購入や資料請求など、サイ
トから獲得できる最終成果。

インターネット広告や検索エンジンからの自社サイトへのアクセスが、コンバージョン
（商品

■ ROI

購入などの、サイト上での最終成果）
に結びつきやすいように「ランディングページ
（最初に

広告や SEO に投資したコスト
はどれだけ回収できている？

訪れるページ）
」を調整・改善・最適化すること。

■ CPA

サイト訪問者の、ランディングページでの離脱（ブラウザを閉じてサイトを去ってしまうこと）

1 コンバージョンを獲得するの
にコストがいくらかかる？

を防ぎ、スムーズに商品購入や資料請求などのアクションに誘導できるように、ランディング

■ EC サイト ………………… P.204

ページを調整する。これによってコンバージョン率を高め、インターネット広告や SEO に投
を高めることができる。
（図 1参照）
資したコストの ROI（費用対効果）

（図 2）検索キーワードによる目的の違い

■ 検索エンジン広告 ……… P.184

（図 3）適切なランディングページを設定して離脱を防ぐ

必要があれば、サイトから独立した
「専用ランディングページ」を用意する

（図 1）ランディングページでの「離脱」を防ぎ、ROI を高める

また、自社サイト内にあるページの中から最適なランディングペ
ージを見つけることが難しい場合もあります。
例えば、前記のキーワード A のケースでは「ウサギのケージを購

広告や検索結果からアクセスした人の
目的、要望に見合ったランディングページを用意する
LPO の第一の目標は、ランディングページでの離脱率を抑えるこ
とです。有望な見込み客をサイトの入口（＝ランディングページ）
ま

■ インターネット広告 ……… P.158
■ 検索エンジン …………… P.238
■ コンバージョン…………… P.298
■ ランディングページ……… P.288

LPO では、インターネット広告や検索キーワードなど、サイトへ
の入口によって異なる「来訪者の目的やモチベーション」に応える

■ SEO ……………………… P.250

途中でサイトを訪れた可能性もあり、具体的に購入したい商品が決
定していないことも考えられます。
「老犬の介護」にどのような商品が必要なのかも把握していないケ

■ ROI ………………………… P.292

ースも多いでしょう。ですから、
「犬用おむつ」などの具体的な商品

■ 離脱率 …………………… P.272

一覧ページをランディングページに設定するより、
「老犬の介護に役

コンテンツをランディングページに用意することが重要です。
「ウサギ ケージ」
、
「老
例えばペット用品を扱う EC サイトの場合。
犬 介護」というそれぞれのキーワードからサイトを訪れたユーザー
は、当然目的が異なります。
（図 2 参照）

立つ様々な商品や情報を提案・紹介」するようなランディングペー
ジを新たに用意した方が効果的だと考えられます。
（図 3 参照）
ある程度のアクセス数を獲得しているのに、コンバージョンに結
びついていない広告や検索キーワードがある場合は、ランディング

LPO の 8 秒ルール
検索エンジンからサイト
に訪れたユーザーは「8
秒以内に半数以上がラン
ディングページから立ち
去ってしまう」というデ
ータがあります。
この 8 秒間に探していた

9

■ コンバージョン率………… P.300

せん。

対してキーワード B は「老犬の介護に役立つ情報を探している」

chapter

で連れてきても、全員がそこで立ち去ってしまっては意味がありま

入したい」という目的が明確ですから、
「ウサギ用ケージ」の商品一
覧ページをランディングページに設定すれば問題ないでしょう。

コンテンツや情報を見つ
けてもらえないと、せっ
かくの見込み客のアクセ
スをどんどん取り逃がし
てしまうことになりま
す。

ページを見直してみましょう。

280

Chapter 9

wm_ch09_2nd.indd 280-281

参照ページ
本文中の黄色いマーカー部分は、関連する他のキーワードを
表しています。傍注の部分に該当するキーワードの参照ペー
ジを記しています。

004

281
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コラム

13/03/27 13:19

欄外には、解説キーワードを補足する「まめちしき」などの
ちょっとしたミニコラムを用意しました。キーワードと密接
に関連するトピックスは「市場動向レポート」や「ワンポイ
ントアドバイス」といったコラムにまとめてあります。
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Chap t er 1

We bマーケテ
ィング
の基 本
「Web マーケ
ティング」と
はよく使われ
る言葉ですが
体何のことか
、では一
、と言われる
とイマイチ実
態のつかめな
でもあります
い言葉
。しかし、何
も特別なこと
ではありませ
しろこれほど
ん
。む
インターネッ
トが日常化し
た社会では、
るビジネスに
あらゆ
必須と言える
、とても基本
的なことなの
この 章 ではま
です。
ず、その「 基
本 」の「キ 」
、Web マーケ
グとは具体的
テ ィン
に何をするこ
となのか、そ
もそも「マー
ング」とは何
ケティ
なのかについ
て確認します
。

1

r 1e
t
p
a
Ch
Web& モバイル時代の
マーケティングについて考える
スマートフォンと SNS の浸透で変わる消費者行動
Web マーケティングの世界はトレンドの移

検討を行うことが当たり前になりました。

り変わりが激しく、本書第一弾刊行時（2010

また今後は、店頭で確認した商品を、その

年 11 月）
から現在（2013 年 3 月）
までの、わず

ままスマートフォンで価格比較、オンライン

か 2 年あまりの間にも様々な変化が起こって

で購入、
というパターンも増えるでしょう。
（図

います。

1参照）

マーケティング全体における Web とモバイ

さらに、スマートフォンと SNS の組み合わ

ルの重要性はさらに増し、もはや「どんなビ

せは、企業と消費者の関係性を大きく変容さ

ジネスであれ、Web とモバイルを無視した展

せる力を持っています。いつ・どこでも友人と

開は困難」と言っても過言ではないほどの状

情報を共有できるようになることで、企業か

況になりました。

らの一方的な広告情報が消費者に与える影響

特に、スマートフォンで時と場所を選ばず
インターネットに接続できるようになったこ

力は弱まり、SNS 上での友人間の交換情報が
大きな力を持つようになるからです。

とが、様々な消費者行動を変化させつつあり

消費者の行動パターンがこのように変化す

ます。日用品のような小さな買い物について

る以上、ビジネスもそれに対応しなければ生

も、その場でネット接続して情報収集や比較

き残りは難しくなるはずです。

（図 1）店頭で確認した商品をオンラインで購入
リアル店舗は、商品を目で見て確認するだけの「ショールーム」と化し、比較のための情報収集や購買を
オンラインで行うケースが増える。この行動は「ショールーミング」と呼ばれている
（P.325 参照）
。
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を抱える必要はありません。表面的なトレン

には、Web マーケティングに関する正しい理

ドに振り回されず、
「今なにが起こっているの

解が不可欠です。

か」という大きな流れを見極めることができ

重要度を増す Web マーケティングの基礎知

れば、おのずと自社がとるべき対応の方向性

識をしっかり身につけ、現在起こっているこ

は見えてくるはずです。

とを正確に把握する。その手助けとなること

そして何より、変化はチャンスでもありま

1

応して、新たなビジネスチャンスをとらえる

chapter

とはいえ、
「一体どう対応すれば……」と頭

を目指して、本書は構成されています。

す。ただし、起こりつつある変化に正しく反

そもそも「マーケティング」とは？
Web マーケティングについて正しく理解す

①製品
（Product）

るために、まず「マーケティング」とはそも

何よりもまず、売るモノやサービス＝製品が

そも何なのかを再確認してみましょう。

なければ始まりません。生産、
仕入、
品質管理、

平たく言ってしまうと、マーケティングとは

研究開発などの活動がこのカテゴリに含まれ

「何かを売ること」です。何かを売るためには

ます。

もちろん、商品作り、仕入れ、宣伝などの様々
な活動が必要です。このような「何かを売る

②価格
（Price）

ために必要な活動」を全部ひっくるめて、
「マ

次に、その製品をいくらで売るのか。これも

ーケティング」と表現するわけです。

ビジネスにとって大きな要素です。市場調査

では「何かを売るために必要な活動」を 4

や値付けなどは、ここに位置づけられます。

つに分解して、もう少し詳しく中身を確認し
てみましょう。
（図 2 参照）

③宣伝
（Promotion）
どんな人たちに、どう告知するのか。
どんな製品も、消費者にその存在や良さを知
らせなければ売れません。媒体選び、広告の
クリエイティブ管理など、宣伝にまつわる活
動もマーケティングの一部です。

④流通
（Place）
どこで、どのように製品を売るのか。
販売チャネル、納期などはもちろん、ネット
ビジネスの場合はどうやって顧客に製品を届
（図 2）マーケティング活動の種類
（マーケティングの 4P）
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けるかも、このカテゴリに含まれる課題です。

一般的に「マーケティングの 4P」と呼ばれ
るこれらの活動を、どのようにこなすかで「売

このように、企業が何かを売るための活動
はこの 4 つのカテゴリに大別できます。

れ方」
、つまりビジネスの成果が変わってきま
す。ただ、4P はあくまで企業の一方的な視点
による分類です。

顧客から見た「マーケティングの 4C」
それぞれの活動において、顧客はどんなこ
とを求めているのかを正しく認識しなければ、

がありません。そこで、4P を顧客の視点から
再構築してみます。
（図 3 参照）

どう活動しようと、ビジネスは成功するわけ

（図 3）マーケティングの 4Pと 4C

①顧客価値
（Customer Value）

④入手の容易性
（Convinience）

→顧客にどんな価値を与えられるのか

→どこで、どのように手に入れば顧客にとっ
て便利か

②顧客負担
（Cost to Customer）
→その価値に対して、顧客がいくら払ってく
れるのか

③コミュニケーション
（Communication）
→顧客がどんな情報を欲しがるのか
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この顧客視点の分類を「マーケティングの

4C」と呼びます。
4P の企業活動を、4C の顧客視点で検証し
ながら進めなければ、マーケティングは成功
しないということです。

1

chapter
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Webマーケティングの 3 つの特徴
インターネットならではの特性を理解する
「マーケティング」について再確認したとこ
ろで、本題の「Web マーケティング」とは何
かを考えましょう。

Web マーケティングとは文字通り、Web（イ
ンターネット）
を使ったマーケティング、つま

めの活動すべて、ということになります。
マーケティングという活動の根本は Web で
も、他のチャンネルでも変わりません。ただ

Web マーケティング独自の特徴もあります。
以下の 3 つです。
（図 1参照）

り、インターネットを活用して何かを売るた

（図 1）Web マーケティングの 3 つの特徴

①インターネット特有のツールが使える
インターネットの利便性は様々な技術に支
えられています。Web サイト来訪者の動きを
把握できるアクセス解析ツールや、消費者の
現在地を知ることができる位置情報システム
などがその実例です。
このようなツールを使いこなせば、ビジネ

ジネスにどう取り入れられるのかを理解して
おくことです。

②正確なデータが取得できる
①で言及したアクセス解析などのツールの
おかげで、Web マーケティングでは様々なデ
ータが正確に取得できます。これも、感性や

スは大きく効率化できます。大切なのは、そ

感覚に置き換えられてきた従来のマーケティ

れぞれのツールで何ができるのか、自社のビ

ングとの大きな違いです。
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マーケティング施策を実行した結果、それに

ティングには文字通り Web（インターネット）

対する顧客のあらゆる行動を数値化できると

というメディアが介在しており、このメディ

うことは、投資のムダを省き、ビジネスの効

アの特性を理解しておかなければ、対象とす

率化が可能になるということです。

る消費者を正しく理解したことにはなりませ

ただし、ナマのデータは単なる数値の羅列

ん。

にすぎません。そこから自社のビジネスにと

異国の地で商売を始める時に、その地の環

って価値ある情報を抽出するには、データの

境や文化の違いを知っておかなければいけな

見方、つまり指標に対する理解が必要となり

いのと同じです。同じ商材を、同じ人が買う

ます。
（図 2 参照）

場合でも、リアルと Web では消費者の行動が
異なるケースが多々あります。

③ Web というメディア独特の背景がある
Web マーケティングが対象とするのも、従
来のマーケティングが対象としてきたのも、

Web というメディアが、消費者の感じ方、
価値観、行動に与える影響を理解しておきま
しょう。

同じ消費者、人間です。ですが、Web マーケ

（図 2）データの見方を身につけることの重要性

まめちしき
特に、Web における取引は、リアルでの取引のように「販売（営業）
スタッフ：顧客」間ではなく、
「Web サイ
ト：顧客」間で成立することに留意する必要があります。
顧客は完全に自分のペースだけで行動することになり、人が介在して顧客を説得したり、疑問を解消したりす
ることができないため、惜しいところでの機会損失が増える可能性があります。
サイト上で顧客のニーズや心理状況に的確に応えるための配慮が必要となります。
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存在感を増すモバイルマーケティング
スマートフォンとタブレットが
インターネットの利用スタイルを変える
ここまで「Web マーケティングの基本」に
ついて確認してきました。
では、
「モバイルマーケティング」について
はどう考えればよいのでしょう。

わずか 3.2% にとどまり、この段階では、ス
マートフォンは一部のユーザーにしか普及し
ないか、とも思われました。
ところがわずか 1 年後の 2011 年には、スマ

モバイルマーケティングは、Web マーケテ

ートフォン所有率は 22.9％まで上昇。それで

ィングの中でも特にモバイル端末を活用する

もまだ全体の四分の一以下でしょ、と思われ

手法を指します。つまり Web マーケティング

るかもしれませんが、この数値は 2016 年に

の一部に内包される概念ですが、その存在感

70％にまで拡大するとの予測もあります。
（グ

は近年、急速に増大しています。

ラフ 1参照）

この傾向を牽引しているのは、やはりスマ
ートフォンです。

加 え て iPad な ど の タ ブ レ ッ ト 端 末 や、

Kindle のような電子書籍リーダーの普及も、

本書第一弾の執筆時、2010 年のスマート

モバイルの勢いを加速させる要因となってい

フォン所有率はわずか 9％。今後スマートフ

ます。2011 年に 3.0% だったタブレット端末

ォンを利用したいかというアンケート調査に

利用者は、翌年 2012 年には 8.5% と倍増して

対しても「ぜひ利用したい」と回答した人は

います。

（グラフ 1）スマートフォン利用率の推移
出典：スマホ白書 2012（インプレス）
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全体から見ると 1 割以下に過ぎませんが、

iPad mini の登場などで今後さらなる利用者拡
大が予測されます。
（グラフ 2 参照）
またタブレット端末利用者に対する調査
で、48.6% と半数近くの人が「パソコンでイ
ンターネットをする機会が減った」という項
目に「当てはまる」または「やや当てはまる」
と回答しているのも興味深いところです。
インターネットに接続する端末については、
ス マ ート フ ォン か ら の 接 続 が 2011 年 で は

13.5% だったのが 2012 年には 26.0% と倍増
しています。タブレット端末からの接続も、

2011 年 4.2% から 2012 年 8.5% と、やはり二
倍の勢いで数値を伸ばしています。

（グラフ 2）タブレット端末の認知度と所有状況
（2012 年）
出典：インターネット白書 2012（インプレス）

もはや自宅やオフィスに固定された PC は、
インターネットを利用する端末としては主役
の座を奪われる日が近づいていると言えるで
しょう。
このような現状からも、モバイルマーケテ

かりいただけると思います。
モバイルに対する理解は、これからの Web
マーケティングに、より一層求められるもの
となっているのです。

ィングを Web マーケティングのおまけ程度に
捉えていたのではマズい、ということがおわ

モバイルインターネットの日常化がマーケティングに及ぼす影響
スマートフォンやタブレットのようなモバ

よると、
半数以上が「情報取得量が増えた」
「ウ

イル端末からのインターネット利用が増える

ェブを見る機会が増えた」
「検索する機会が増

と、マーケティングにどのような具体的影響

えた」と回答しています。

をもたらすのでしょうか。

また、スマートフォンの利用シーンに関する

スマートフォンやタブレットのユーザーが

調査（グラフ4 参照）では、屋内・屋外を問わ

どのようにこれらの端末に接しているのかを

ずあらゆる場所で、スマートフォンの利用が

示すデータを参照しながら、もう少し詳しく

フィーチャーフォンを上回っています。

みてみましょう。

いつ、どこでも気軽にインターネットに接続

まず、スマートフォンユーザーの行動変化

020

できることで、インターネットからの情報取

について。
「スマートフォン利用による変化」

得がますます日常的な行為となっていること

というアンケート調査結果（グラフ 3 参照）に

がわかります。
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（グラフ 3）スマートフォン利用による変化
出典：スマホ白書 2012（インプレス）

（メイン利用の端末機種別）
（グラフ4）スマートフォン利用場所
出典：スマホ白書 2012（インプレス）
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あらゆるビジネスにおいて Web の重要度が増し
コミュニケーションスタイルが変わる
このような変化は言うまでもなく、業態や
ビジネスモデルにかかわらずマーケティング

いのです。

におけるインターネットの重要性が増すこと

最後に広告への接し方について、
「視認し

を意味します。ネット上での情報提供、コミ

た広告へのリアクション」という調査（グラフ

ュニケーションが必須であることはもちろん、

5 参照）
を見ると、ほとんどのリアクションに

その「質」がビジネスの成否を左右するよう

ついて、モバイル端末では PC より行動率が

になるでしょう。

低くなっています。

さらに GPS についても 54％以上が利用機

画面の小ささや利用シーンの違いを考慮す

会が増えた、と回答しているのにも注目すべ

れば当然とも言えますが、広告で一方的にア

きです
（前出グラフ 3 参照）
。

ピールして消費者のリアクションを待つ、と

代表的な GPS サービスに地図ナビゲーショ

いう単純なプロセスだけで成果を獲得し続け

ンや SNS のチェックイン機能などがあります

るのは難しく、消費者との様々な形でのコミ

が、このようなサービスは飲食店などの実店

ュニケーションスキルが要求される時代にな

舗への集客に大きく寄与します。ネットビジ

りつつあると考えた方がよさそうです。

ネスではないから、Web やモバイルマーケテ

（グラフ 5）視認した広告へのリアクション
出典：スマホ白書 2012（インプレス）
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スマートフォン普及の背景を見極める
スマートフォンなどによるモバイルインタ

ければいけなかったのでしょう。

ーネットの日常化がマーケティングに及ぼす

それはスマートフォンが単に高機能化を目

影響についてみてきましたが、スマートフォ

指したものではなく、社会全体の「ある変化」

ンの普及に関してはもう 1 つ、見落とせない

に呼応するものとして指向されていたからで

視点があります。

す。実は、この「社会全体の変化」を理解し

それは「なぜスマートフォンがこれほど急

ておくことが、現在の Web& モバイルマーケ

速に受け入れられたのか」ということです。

ティングを俯瞰するうえで大きな意味を持ち

そんなの、スマホの方がガラケーより便利だ

ます。

からに決まってるでしょ、と思われるかもし
れません。

では、それはどのような変化でしょう。簡
単に言ってしまうと、
「いつでも・どこでもつ

確かにスマートフォンには便利な機能が数

ながっている世界」そして「オンラインとオ

多く追加されています。しかし「ガラケー」

フラインの境界が曖昧な世界」への変化です。

と呼ばれる日本製ケータイも、高機能性・多

これを実現するものとしてよく語られるの

機能性ではさほど劣っていなかったはずです。

が、
「スマート」×「ソーシャル」×「クラウ

なぜこのような「高機能・多機能化したフ

ド」の 3 つのキーワードの組み合わせです
（図

ィ ー チ ャ ー フ ォ ン 」 で は な く、Apple の

1参照）
。これらについては次項で詳しく解説

iPhone に端を発した「スマートフォン」でな

します。

（図 1）
「スマート」×「ソーシャル」×「クラウド」

スマート
（スマートフォン）
は
独立したトレンドではなく、
「ソーシャル」
「 クラウド」と
連携して大きな流れを生み出
すものとして理解すべき。

023

4

r 1e
t
p
a
Ch
Web& モバイルマーケティングの
トレンド傾向を読み解く
あらゆるトレンドを牽引する
「スマート」×「ソーシャル」×「クラウド」
トレンドが目まぐるしく移り変わる Web ＆

切な状況判断を下すことに役立つはずです。

モバイルマーケティングの世界。現在のトレ
ンドを語るうえで避けて通れないのが、前項

■「スマート」とは

でも触れた「スマート」×「ソーシャル」×「ク

「スマート」はもちろんスマートフォンのこ

ラウド」です。これらは互いに連携し合いな

とです。スマートフォンを利用すれば、いつ、

がら、
「いつ・どこでもつながる世界」を具現

どこでもインターネットに接続できます。さ

化する 3 つの要素となっています。

らにクラウドとの連携で
（
「今」
「ここ」にない

「スマート
（スマートフォン）
」の急速な普及

はずの）
データにつながる。またソーシャルと

は独立したトレンドではなく、他の 2 つと連

の連携で
（
「今」
「ここ」にいないはずの）友人

携して 1 つの大きな流れを生み出しているも

とつながることもできます。このような世界

のであることを理解しておきましょう。

では、もはやオフラインだけが現実世界で、

こういった背景を把握する視点は、マーケ
ティングにおいて、表面上に現れる消費者行
動の変化にいちいちうろたえることなく、適

オンラインがバーチャルな虚構世界、という
明確な線引きは不可能になります。
単に高機能で便利なツールだからではな
く、このような社会への変化の流れにマッチ

■ SNS ………………………………………… P.76 へ
■ Facebook …………………………………… P.94 へ

（図 1）従来の SNS と Facebook の違い
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していたからこそ、スマートフォンはこれほ
ど短期間で普及したのだと考えられます。

ソーシャル
（ソーシャルメディア、SNS）
と

2006 年頃に注目を浴びたキーワードです

いえば、既に「mixi」などが存在していたに

が、一般のネットユーザーにはさほど身近な

も関わらず、なぜ今騒がれるのでしょうか。

存在ではありませんでした。

現 在 の SNS を 代 表 す る 存 在 と い え ば

そのクラウドが、スマートフォンの普及と

Facebook で す が、Facebook と、mixi な ど

関連して活躍の場を大きく広げています。た

既存の SNS には決定的な違いがあります。

とえスマートフォンがどこでも使えて、端末

それは、Facebook が現実社会での人間関

が空間の制限から解放されても、アクセスす

係をそのままオンライン世界に拡張しようと

べきデータが家やオフィス、他人の端末など

していることです。実名登録制はこの考え方

に散らばっている……、これでは不完全です。

の要（かなめ）
です。

mixi のように匿名登録が可能な SNS では、

そこで、個人がそれぞれの端末内にデータ
をしまいこむのをやめ、いつでもアクセスで

現実社会とは完全に切り離したコミュニティ

きるクラウド＝雲の上（ネット上）
に預けよう、

内に閉じこもることも可能でした。

というわけです。
（図 2 参照）

しかし Facebook が標榜するのはそういっ
たコミュニティではなく、
「今、ここにいない

1

■「クラウド」とは

chapter

■「ソーシャル」とは

あらゆるデータに、いつ・どこでもアクセス
でき、誰とでも共有することができるという、

はずの友人と、空間の壁を意識せずつながる

空間の制限がない世界の実現に一役買うの

ことができる」というまったく別の世界です。

が、クラウドなのです。

（図 1参照）
そしてこれを実現するには、いつ・どこでも
ネットに接続できるスマートフォン、また、
空間を超えてデータを共有できるクラウド
（後
述）
が不可欠なのです。

「スマート」×「ソーシャル」×「クラウド」
は、このように関係しあっています。
そして、この他のトレンドも、実はこの 3
要素と切り離せない関係にあるものが多いの
です。

（図 2）クラウドの機能
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注目のトレンドキーワード
現在特に注目を集めているその他のキーワードを 3 つ紹介します。いずれも先に解説した「スマ
ート」×「ソーシャル」×「クラウド」と深い関わりを持つものです。

■ O to O（O2O）

「ソーシャル」
「クラウド」の影響が見られます。

オンラインとオフラインを連携させたマー
ケティング手法全般を指します。
（P.228 参照）
スマートフォンの普及があってこそのトレ
ンドですが、単にスマートフォンでオンライ

■ Pinterest
お気に入りの画像を貼り付けて楽しむ SNS
サービスです。
（P.114 参照）

ンからオフラインへの送客が容易になったと

画像がリンク元サイトへのアクセス発生源

いうだけの理由で注目されているわけではあ

となっていること、さらにそこから商品購入

りません。
「O to O」というキーワードはマーケティン
グにおいて、オンライン／オフラインの境界

などのコンバージョンにつながる割合も高い、
ということで注目されています。

SNS には、明確な目的を持たないインター

が曖昧になっていく傾向を象徴しています。

ネットユーザーの偶発的なアクセス発生源と

つまり、マーケティング環境の大きな変化を

な り や す い と い う 特 徴 が あ り ま す が、

捉えるためのキーワードなのです。

Pinterest がさらに特徴的なのは「画像だけ」
で構成されていること。

■ビッグデータ
文字通り、巨大なデータの集合体を指しま
す。
（P.66 参照）
ネット上にたくさんのデータがあることは
誰しも知るところですが、近年、その量は爆
発的に増加し続けています。
理由の 1 つは、スマートフォンやカーナビ
など、日常的に利用する機器から無意識に膨

Web はもともと紙媒体のようにじっくり読
むこむメディアではありませんが、スマート
フォンなどモバイル端末からのアクセスがメ
インとなることで、この傾向に拍車がかかっ
ています。

Pinterest に限らず、一瞬で感覚に訴え、ユ
ーザーのアクションを誘発する工夫が、今後
さらに重要となるでしょう。

大なデータ
（位置情報、無線 LAN への接続情
報など）
が生み出されていること。

2 つ目は SNS や CGM の普及で、一般消費
者が
（意識的に）発信する情報量が増えたこ
と。
最後に、これまで個々の端末に保存されて
いたデータがクラウド上に預けられるように
なったことです。やはりここにも「スマート」
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■ O to O（O2O） ……………………………… P.228 へ
■ ビッグデータ ……………………………… P.66 へ
■ Pinterest …………………………………… P.114 へ
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トレンドに振り回されず
適切に対応するための対策と考え方
一般的なネットビジネスはこのような最新トレンドをどう活用すればいいのでしょう。これまで
に紹介したトレンド傾向について、今やるべきこと、考えるべきことを 3 つにまとめてみます。

1.ソーシャルメディアへの対応
ソーシャルメディア
（SNS）
が今後さらに存

ャルメディア外部の自社コンテンツを、ソー

在感を増すことは間違いありません。何らか

シャルメディア内に引き込むための環境作り

の対策が求められますが、その前に認識して

が SMO です。

おくべきことが 1 つ。

ただし、土台や環境をどんなに立派に整え

ソーシャルメディアは企業が消費者にメッ

ても、話題自体がつまらなければ、
「場」で取

セージを発信するための
「媒体」
ではなく、
人々

り上げてもらうことはできません。多くの企

が集まり、交流するための「場」です。ソー

業が手探り段階にある今のうちに、この「場」

シャルメディアマーケティングは、そのよう

でのコミュニケーションスキルを高めておく

な「場」にお邪魔して、話題を提供するよう

ことをお勧めします。

なものと考える必要があります。
（図 1参照）
その話題提供の土台として機能するのが、

Facebook ページなどであり、また、ソーシ

（図 1）ソーシャルメディアマーケティングの考え方

■ Facebook …………………………………… P.94 へ
■ SMO ………………………………………… P.80 へ

ソーシャルメディア内
では、一方的な宣伝で
はなく、ユーザーの関
心をひくような話題と
コミュニケーションが
重要。
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2. ネット利用環境変化への対応
モバイル端末からのインターネット利用は
今後も増加するでしょう。

PC とモバイル端末では、画面の大きさな
ど端末特性だけでなく、利用シーン、利用者
のモチベーションなど、利用される環境にも
大きな違いがあります。

Web サイトがモバイル端末でも問題なく閲

覧、利用できるための対策が必須なのはもち
ろん、場合によっては、外出先などでの利用
シーンを考慮してコンテンツそのものを再構
築する必要もあります。
またコンテンツによっては、Web サイト上
ではなく、アプリでの提供も視野に入れまし
ょう。

3. オフラインとの連携、市場再編への対応
オンライン／オフラインの境界が曖昧にな

スマートフォンでオンラインに移動して購買

ることは、ネットビジネスにとって 2 つの意

行動を起こす機会も増えているからです。こ

味があります。

ちらに対しては、オフラインとどう連携でき

1 つはネット上のビジネスだけがライバル
ではなくなるということ。これに対しては、

いずれの対策にも、大きなパラダイムシフ

視野を広げて「競合は誰なのか」を再定義す

トが要求されます。小手先の対策を既存のビ

る必要があります。
（図 2 参照）

ジネスモデルに継ぎ足すのではなく、オフラ

そしてもう 1 つは、ネット上だけが市場で

イン／オンラインがシームレスに統合された

もなくなるということです。オフラインの店

社会で、自社のビジネスをどう展開すべきな

舗で買い物しようとしていた人が、そのまま

のかを考えてみましょう。

（図 2）視野を広げて競合と市場を再定義する
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るかの検討が必要です。
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従来、他の EC サイトだけを
競合と見なしていた E コマー
スも、オンライン／オフライ
ンの 境 界 が 曖 昧になること
で、オフラインの店舗までを
競合相手と考える必要性が生
じる。

Chap t er 2

We bマーケテ
ィング
の 手法
マーケティン
グの基本は、
Web であろう
とその他のチ
ルであろうと
ャンネ
、そして時代
が変わろうと
変
化するもので
りません。し
はあ
かし Web には
Web ならでは
の特徴がいく
り、そういっ
つ
か
た 背 景を 反 映
あ
した独自のマ
ーケティング
存在します。
手 法も
また経済状況
や 消費 者 行 動
の変化など、
動きに対応し
時 代の
た手法も次々
生まれていま
す
。
この章ではこ
のような、W
eb マーケティ
ングを実施す
で知っておく
るうえ
べき様々な手
法について解
説します。
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インターネットマーケティング
【Internet Marketing】

■ 別の名称：Web マーケティング
インターネットを活用したマーケティング活動全般を指す言葉。
インターネットマーケティングの「マーケティング」はさまざまに定義されているが、この場
合のマーケティング活動とは、インターネット上における商活動すべてを指すのが一般的
（P.15 参照）
。

EC サイトのように Web サイト上で決済が完了するビジネスモデルだけでなく、ネット上での
Web サイトによる商品・サービスの告知・宣伝、SNS 等を活用した消費者・顧客とのコミュ
ニケーション、実店舗への来店促進（O to O）
など、様々な手法が含まれる。
（図 1参照）

（図 1）インターネットマーケティングが包括する概念

消費者行動を根本的に変えるインターネット
インターネットは 2012 年に利用人口が 9610 万人、全人口の約 8
割に達し、誰もが日常的に接するメディアへと成長しました
（総務省
調べ）
。
インターネットマーケティングも、あらゆる業種において無視で
きない存在となっています。とは言え、これまで行っていたマーケ
ティング活動をそのままインターネット上に移せばよいというわけ
ではありません。
インターネットはメディアとして成長しただけでなく、消費者の
購買行動を根本的に変えつつあり、それによってマーケティングも
大きな変化を余儀なくされているからです。
では、マーケティングは具体的にどう変わったのか、そして自社
のビジネスにインターネットをどう活用していけばいいのか。それ
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■ EC サイト ………………… P.204
■ SNS ………………………… P.76
■ O to O …………………… P.228

を考える際よく引き合いに出されるのが「AIDMA」から「AISAS」
そして「SIPS」の法則への変化です。
（図 2 参照）

関連キーワード
■ SEM
検索エンジン広告と SEO を併
用して、総合的に検索エンジン
からの集客を目指す。

2
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■ クロスメディアマーケティング
複数のメディアを併用し、消費
者への多角的なアプローチを目
指す広告手法。

■ Webブランディング
インターネット上で企業ブラン
ドを確立するためのマーケティ
ング活動。

■ ユーザビリティ
Web サイトの使い勝手のよさ、
操作のしやすさを表す言葉。

■ SNS

（図 2） AIDMA から AISAS、SIPS ヘ

消費者は購買に関する決定の前にインターネットを利用した広範
な情報収集が可能となり、この収集段階で接触する情報が、購買行
動に多大な影響を与えるようになったのです。
高額商品はもちろん、日用品や日々の食事についても、消費者自
身の手でインターネットで情報収集・交換が行われます。特にスマ
ートフォンが普及した近年は、いつ・どこでも情報収集が可能になり、
この傾向に拍車がかかっています。
限られたお金をいかに納得して製品・サービスの対価として支払
うことができるか、そのために事前準備を行うことが当たり前にな

インターネット上でコミュニテ
ィを形 成し、ユーザ ー同 士 が
様々な形でコミュニケーション
できる会員制サービス。

■ CGM
ブログや Twitter のように一 般
消費者が手軽に情報発信できる
メディア。

■ SMO
ソーシャルメディアから自社サ
イトへのアクセスを獲得しやす
いようにサイトを最適化。

■ EFO
入力フォームページを最適 化
し、離脱率の低下・コンバージ
ョン率の増加を図ること。

■ リレーションシップマー
ケティング

たことも見逃せません。このような友人からの情報は、企業の広告

既存顧客と良好な継続関係を構
築し、一人の顧客から長期に渡
って安定した売上げ・利益を獲
得し続けることを目指すマーケ
ティング手法。

よりずっと大きな影響力を持ちます。

■ データベースマーケティング

っているのです。
また、SNS で友人間の情報交換が頻繁に行われているようになっ

これまでのように、一方的に自社商材のメリットばかり訴えるマ
ーケティングは通用しにくくなるでしょう。

インターネットマーケティングを
三段階に分けて考える

顧客の属性や過去の購買傾向を
データベースに蓄積し、それぞ
れの顧客のニーズ、嗜好を分析
することで、効率のよい販促活
動を行う。

■ レコメンデーション
それぞれのユーザーに最適な商
品やコンテンツを選択し、
「推
薦・提案」として提示すること。

では、インターネットマーケティングを具体的にどう行うのか、3
つの段階に分けて考えましょう。
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第一フェーズ／見つけてもらう・印象を残す
前で触れた「準備段階」で消費者が接するネット上の情報をコン
トロールするのが、インターネットマーケティングの第一フェーズ
です。消費者はどんな小さな商材であっても自身の購買行動をより
正当なものにするため、広範な情報収集を行う可能性がありますか
ら、この段階でのインターネットマーケティングはすべてのビジネ
スに必要です。
この第一フェーズ内にも段階が 2 つあります。
第一に、ネット上に存在する膨大な情報の中から自社に関する情
報を見つけ出してもらうこと。第二に見つけ出してもらったその情
報で消費者に良い印象を残すことです。
第一段階での具体的手法としては SEM、インターネット広告、ま
たクロスメディアマーケティングによる認知度の向上、ソーシャル
メディアメディアマーケティングやサテライトサイトによる見込み
客の囲い込みなどが挙げられます。
第二段階では、自社サイトの Web ブランディングやユーザビリテ
ィの向上などが挙げられますが、CGM 上の情報のように、自社が生
成していない情報については内容をコントロールすることはできま
せん。SNS などの CGM で取り上げてもらうためのアプローチ
（SMO

■ SEM ……………………… P.246
■ クロスメディアマーケティング
………………………………… P.48
■ ソーシャルメディアメディアマー
ケティング …………………… P.38
■ サテライトサイト ………… P.284
■ Web ブランディング ……… P.42
■ ユーザビリティ…………… P.234
■ CGM ………………………… P.78
■ SMO ………………………… P.80
■ インターネット広告 ……… P.158

など）
も積極的に行う必要があります。

第二フェーズ／成果を獲得する
EC サイトのようにサイト上で決済が完了する場合や、資料請求等
何らかのコンバージョン獲得を目的としているビジネスにおいては、
次のフェーズでより効率よくコンバージョンを獲得するための施策

■ コンバージョン…………… P.298

が必要となります。
ここでの具体的手法は Web ブランディングはもちろん、サイトの
ユーザビリティの向上、EFO などが挙げられます。

■ EFO ……………………… P.282

第三フェーズ／アフターケアとリピーターの獲得
また、コンバージョン完了後もネットマーケティングは終わりで
はありません。第三フェーズでは一度取引を経験した顧客とコミュ
ニケーションをとりながら良好な関係を維持し、継続的に成果を獲
得し続けることを考える必要があります。ここではリレーションシ
ップマーケティングやソーシャルエンゲージメントなどの考え方を

032

■ リレーションシップマーケティング
………………………………… P.56
■ ソーシャルエンゲージメント
………………………………… P.90

活用し、データベースマーケティング、レコメンデーションなどの

■ データベースマーケティング
………………………………… P.50

具体手法が活用できます。

■ レコメンデーション ……… P.218

Chapter 2

Web マーケティングの手法
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人気のWordPress入門書 第2版です。前回の書籍と同
様、セミナー経験の豊富な著者陣が、実践的なノウハウを
織り交ぜつつ丁寧に解説しています。WordPressの最
新バージョンに対応した手順をすべて画面付きで解説して
いるので、Webサイトをはじめて作る人でも安心して読み
進められます。HTML、CSS、PHPなどの知識がなくても、
パソコン・スマートフォン両方の表示に対応した本格的な
Webサイトを作れることでしょう。
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仕事できちんとWebを扱えるように
なりたい人のための新・定番書
そもそもWebサイトって何? というあなたでも、インターネッ
トの基礎からHTMLとCSSの基本や使いこなしを学び、
総まとめとしてシンプルなコーポレートサイトを制作できま
す。環境構築もていねいに説明しました。Web関連の企
業に内定が決まった学生や、Web関係の部署に異動にな
った社会人など、必要に迫られて一通りきちんと学びたい
人のための新・定番書です。ダウンロードできるサンプル
データで実際に作りながら学べます。
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Webサイト制作の基本

UIデザインの心理学
わかりやすさ・使いやすさの法則

この書籍に書かれている内容は、良質なユーザー
体験を生むためのノウハウです。普通に戦略・要
件策定→情報設計→ビジュアルデザイン→実装・
コーディングを行えば、達成基準を満たせること
が理解できるでしょう。

4コママンガを交えて、ユーモアたっぷりに Web
サイト製作の基本を初心者向けにわかりやすく解
説しています。企画の段階から、HTMLやCSS
の基本、JavaScript や PHPの概要、Webサイト
の公開・運営に触れています。

UIデザインコンサルタントによるデザイン原則の
科学。「物事を認識するときにどのようなバイアス
がかかるか」「物事をどのように見分けてとらえる
か」など、UIデザイン原則と心理学上の根拠がわ
かります。
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はじめの一歩！
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できる 100 の新法則
Instagram マーケティング

WordPress4.x（2016 年 10月最新版）を使って、
ホームページの作り方をていねいに教える本。こ
れまで WordPressを使ったことがない方、HTML
や CSSの知識がない方にとっても分かりやすいよ
う、図解中心で解説します。

1 枚の写真で顧客の心を引き寄せる手法を現役
ソーシャルメディアマーケターが解説。企業が
Instagramでマーケティング、ブランディングを行
い、成果を出すために必要なすべてのノウハウを
収録しています。

マイナビ出版

インプレス
JeﬀJohnson
（著者）
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いちばんやさしい
コンテンツマーケティングの教本
人気講師が教える宣伝せずに売れる仕組み作り
業界の第一人者が「絶対に挫折しない」をコンセ
プトにコンテンツマーケティングを詳しく解説。商
品の売り込みに限界を感じている人、マーケティ
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マンガでわかる
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Webマーケッター瞳の挑戦!

顧客志向のビジネス・アプローチとしての UX デザイン
ビジネスの場面で「顧客とのエンゲージメント」
の重要性が増している中、UXアプローチは不可
欠です。本書はさまざまな現場で活躍する執筆陣
が、複合的な視点で UXおよびUXDのビジネス価
値を分かりやすく解説します。

基礎から学ぶ
Web広告の成功法則

マンガとストーリーに沿った丁寧な説明で、Web
マーケティングの本質をわかりやすく解説していま
す。この改訂版では最新のデジタルマーケティン
グに対応し、現場で役立つノウハウをさらに盛り
込みました。
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グロースハックの手法!
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本書は Web広告の上手な使い方を解説する本で
す。特にユーザーをどのようにして動かすのか、
という視点を持つことで、Web広告の種類の多さ
や、新しい技術に惑わされず、長く使える広告運
用のスキルが身に着きます。
マイナビ出版 本間和城
（著者）
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（PDF）
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デジタルマーケターと Web担当者のための
Google＆Yahoo! タグマネージャー
の教科書

いちばんやさしいグロースハックの教本
人気講師が教える
急成長マーケティング戦略
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Webマーケティング
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「Googleタグマネージャー」
と
「Yahoo!タグマネー
ジャー」について、設定や運用の実際、さらに効
果測定や運用の Tipsまでを詳しく解説。本書を読
んでタグによる効果を最大化し、そのための労力
を最小化しましょう。

注目の成長戦略「グロースハック」の実践が学べ
ます。業界の第一人者が自社製品を育てた経験を
もとに、すぐに役立つ手法やフレームワークを解
説。製品やサービスを最短で収益化して成長に導
くノウハウが満載です。

近ごろはさまざまなマーケティング手法が登場して
います。本書はそうしたトレンドを押さえつつ「マー
ケティング戦略を基本から学びたい」「Webマー
ケティングを実践に活かしたい」と考えている方
に向けた一冊です。
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