
忙しすぎる、改善効果は 1％、
全体像が見えない…

～悩めるデジタル時代のマーケターを救う、シンプルな“視点の転換～”



仕事が増え続けるマーケター、努力と効果は比例しているか
インターネットの普及拡大とテクノロジーの進化は、マーケターのプランニングやアナロ
グにおこなわれていたマーケティングのデジタル化を実現し、マーケティングの可能性を
大きく拡げてきたことは言うまでもありません。たとえば、インターネットを活用するこ
とによって、今まで顔や姿が見えなかった消費者に対してダイレクトにメッセージを届け
ることが可能になったり、消費者の趣味嗜好やネット上における行動履歴を、様々なデー
タによって “見える化” できたり、日々の消費者のアクションに応じて自動的にパーソナ
ライズをかけたり。これまで不可能だと言われてきたことが、デジタル化にあわせた様々
なテクノロジーの登場によって次々に可能になったのです。

一方でテクノロジーは、不可能を可能にするだけでなく、今まで手間が掛かっていた作業
を大幅に効率化するという価値を私たちの世界に生み出しています。上記にあがったパー
ソナライズも、膨大なデータを1日で処理したり、オートメーションを実現できたりなど、
現在もなお進化しています。ではマーケターの業務効率は大きく高まったと言えるのかと
いうと、実際のところはそうはいきません。多くのマーケターからは「最近どんどん仕事
が増えている」「やることが多すぎて追いつかない」「やりたいことを全部やりきれない」
といった声が聞かれているのです。インターネットによるデジタル化はマーケティングの
見える化と効率化を実現したはずなのに、なぜなのでしょうか。

その理由のひとつは、「見え過ぎる、細かい施策ができ過ぎるがゆえに “本当は無駄なこと”
をやってしまう」ことが挙げられます。
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マーケターの業務は数年前と比べて膨大になっています。マス広告だけでなくデジタル
PR、運用型広告、ソーシャルメディアなど施策の増えたことで単純に業務が増えたこと、
テクノロジーを扱うことによりシステム部門などさまざまな範囲まで広がっていき、社内
の巻き込みだけでも 1日かかるなど、マーケターの仕事のしかたも変化しています。
一方で、施策そのものも先にあげたテクノロジーにより深く細かいレベルまでおこなわれ
ています。

では、広がる業務と、細かくなる業務の両方をマーケティングが担うことで、マーケティ
ングの成果そのものはどのくらいあがったのでしょうか。実のところ、「かけた労力のわ
りに、1% 程度の成果アップにしかつながっていない」という声を弊社のお客さまから昨
今多く寄せられます。いま、日本のマーケティングは、“必死の努力と成果が比例しない”
状態であり、努力をしているマーケターたちが報われない状態に陥っているのです。
「努力に対して大きな変化・改善を生み出すことができない」「社内外の調整や様々な作
業に追われてしまい努力を続けてもどうすれば全体的な課題を見つけ出して改善すればい
いのかわからない」「どうすればもっと良くなるのかじっくり考えたいが時間がない」と
いった悩みを抱えながら膨大な業務に追われるマーケターは、本当に幸せだと言えるでし
ょうか。

なぜ、努力は報われないのか ～デジタル時代の効果測定に潜む落とし穴～
ではなぜ、日々の努力の積み重ねであるマーケティング活動が、その効果に大きな変化や
新しい潮流を生み出すことができないのでしょうか。それは、一言で “木を見て森を見て
いないから” と言うことが言えます。もちろん、マーケティング施策ひとつひとつの運用
と評価は重要であり、その進め方に大きな誤りはないでしょう。しかし、この “個別の運
用と評価” にばかりフォーカスを当ててしまい、マーケティング施策全体の動きを把握・
評価することができていないのです。

こうした状態に陥っている背景には、テクノロジーの進化によって企業がマーケティング
で活用できるデータが豊富になったことが挙げられます。テレビ広告がプロモーションの
全てだった時代、ネット広告のテクノロジーが発達していなかった黎明期には、テレビ広
告では GRP、ネット広告ではインプレッション数、クリック率、コンバージョン率など
を把握していれば、それを広告効果だと認めることができました。
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しかし現代では、テレビプロモーションでもデジタルプロモーションでも、直接効果・間
接効果双方で様々な効果指標（KPI）が登場し、それぞれの施策で局所的に “ものさし”
として活用されてきました。新たな広告手法が登場すれば指標が増え、デジタルマーケテ
ィングのツールが登場すれば指標が増え、任せる代理店や協力会社が増えれば指標が増え
ていきます。手法が複雑化する分、評価軸も増えていくのです。そして、マーケティング
施策全体の戦略を考える際にも、行われるのはこの “局所的なものさし” による数字の積
み重ねとなり、マーケティング活動の全体像を捉えるための本質的な指標に目を向けなく
なってしまっているのです。いわば、“見るべき木が多すぎるが故に、森を見る余裕がな
くなっている” と言えるのではないでしょうか。

加えて、“マーケティングのパーソナライズ” という言葉も誕生するほど、消費者一人ひ
とりをデータで理解し、適切な手法を選択してマーケティングを行うという考え方が大き
なトレンドになっています。もちろんパーソナライズされたマーケティングはニーズとの
マッチングをはかる上で有効な手段ではありますが、こうしてターゲットとなる消費者の
複雑なニーズに合わせてマーケティング活動も複雑化してしまったことにより、マーケテ
ィング活動の全体像を捉えるという作業がおろそかになってしまっているのです。

PDCA の D と C が圧倒的に効率化されたがゆえに、わかることとやれることが増えたが
ゆえに P と A に時間をかけ過ぎ「無駄な施策に着手し過ぎてしまう」という現象が起こ
っています。
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データに翻弄されるマーケターに、いま必要なものは？◆
手に入れられるデータが豊富であるが故に、そのデータに振り回されるというジレンマ…
今のマーケターが陥っている状態はこのように表現できます。

例えば、様々な指標を追いかけるマーケターが陥りやすい状態のひとつに、“高速 PDCA
による過学習” というものがあります。これは、マーケティング効果の指標データを注視
しすぎることで、データのごくわずかな変化にも敏感に反応してしまい、その結果として
マーケティング施策のタイミングを見誤り、効果を生み出すことができないという状態で
す。マーケティング施策の効果データの変化を注視すると、データは日々細かく上がった
り下がったりめまぐるしく変化します。そこで本来大事なのは、その変化が対応策を打つ
べき変化なのか、ただのノイズなのかを見極めるということ。高速 PDCA にこだわるが
故に、本来なら対応の必要がないノイズにも過敏に反応してしまい、短期的な意思決定と
方針変更を繰り返すことでマーケティング施策が迷走状態に陥ってしまうのです。

プライベートDMPを活用したデータ解析とマーケティング活動の可視化は、こうした “デ
ータのジレンマ”を解決する方法のひとつとして期待されていますが、ただ実際のところ、
プライベート DMP を活用して劇的な効果を生み出したという事例は、あまり聞かれませ
ん。むしろ、「実践しても効果が出ていない」という声のほうが多く聞かれるほどです。
プライベート DMP は、企業は保有するあらゆるビッグデータをひとつのデータベースに
統合してマーケティング活動に活用するという発想ですが、プライベート DMP に投入さ
れるビッグデータは広範囲に及び、アウトプットされる情報も多岐に渡る場合が多い。故
に、何が本質的な指標なのかがわからなくなってしまうという盲点が存在します。プライ
ベートDMPをもまた、新たな “データのジレンマ” を生み出しているのです。

複雑化する消費者、複雑化するマーケティング手法、複雑化するデータと評価指標、テク
ノロジーによるマーケティング活動のスピードアップ、こうしたマーケティング活動の複
雑化に対応しようとしながら、その複雑さに翻弄されてしまう。それが、今のマーケティ
ングの実態だということができます。このような時代だからこそ、シンプルにマーケティ
ング活動の全体像を捉えて課題を発見しようという視点や、そのための指標、分析方法が
必要なのではないでしょうか。
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統計学に基づくデータ分析が、
これからのマーケティングを変える
では、これまで紹介したように、複雑化するマーケティング手法への対応に追われ、様々
な効果指標に翻弄されながらなかなか大きなマーケティング効果を生み出すことができて
いないマーケターを救う方法には、どのようなものがあるのでしょうか。シンプルにマー
ケティング活動の全体像を捉えて課題を発見する方法には様々なものがありますが、中で
も注目されているのが、統計学に基づいたマーケティングデータ分析です。既に多くの日
本企業がマーケティング活動のデータ分析に統計学の発想を取り入れています。

データ分析に統計学の発想を取り入れるメリットのひとつは、異なるマーケティング手法
であってもそれぞれの数値を公平にみることができること。例えば、テレビ広告の
GRP、検索キーワード広告のクリック数、動画広告の視聴回数は、それぞれの指標は全
く仕様が異なるものであり並列で比較しようとすると何か共通の指標に換算しなければと
考えてしまいます。しかし統計学の世界では、全ての数値を時系列で公平に見ることがで
きるため、それぞれの指標の相関性や因果関係を読み取ったりすることが可能になりま
す。

ふたつめのメリットは、マーケターに解釈の余地を与えているということです。統計学は
マーケターに次のアクションに向けた “答え” を提供するわけではなく、マーケターは可
視化されたマーケティング施策に対して “その結果は本当に正しいのか”、“このデータを
信頼して施策を進めていいのか” を考えて判断する余地を残します。常にマーケターは納
得感をもってマーケティング施策を進めることができるのです。
こうしたメリットを持つ統計学を取り入れたマーケティング分析は決して新しいものでは
なく、MMM（マーケティングミックスモデリング）という分析手法として日本や欧米で
導入が進んでいます。MMMとは、マーケティングのゴール（売上や顧客獲得など）に影
響している様々な施策のデータを統計学の手法で分析し、それぞれの施策の相関関係や影
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響の強さを明らかにしていくというもの。マス広告、デジタル広告などの出稿データ、効
果データ、自社サイトのアクセス解析のデータ、ソーシャルメディアの反響データ、天候
や世の中の出来事といった外部要因など、マーケティングをめぐるあらゆるデータを統計
分析することで、“なぜ成果が生まれているのか” ということを推測することが可能です。
こうした大きな潮流を把握すれば、データのノイズに惑わされることなくマーケティング
施策が進むべき道を明らかにすることができるはずです。
統計学に基づくデータ分析、どのような導入方法があるのか

“マーケティングに統計学を” と一言でいっても、さまざまな選択肢があります。どのよ
うに実践していくことができるのでしょうか。

　　データサイエンティストを育成する

ひとつの方法は、社内で統計分析の専門家であるデータサイエンティストを育成するとい
うものです。この方法は、企業内のデータを熟知した専門家を育成することであることか
ら高精度の分析を実現することになり、また社内のデータ分析の経験を積めば積むほど知
見が蓄積され、企業にとって大きな資産とすることができます。しかしながら、データサ
イエンティストを育成するには長い時間とコストが必要になり、また人材を採用すること
になるため腰を据えて取り組む強い覚悟が求められます。あわせてデータサイエンティス
ト＝マーケターとも言えないため、考えかたのチューニングも必要です。手軽にできるも
のだとは言えないでしょう。

　　MMMができるコンサルティング会社に依頼する

もうひとつの方法は、コンサルティング会社などが手掛けている MMM のサービスを活
用するというものです。彼らは統計分析の専門家集団であるため、全てを任せておけば的
確な MMM を行うことでしょう。しかしながら、コンサルティング会社による MMM に
は大きなコストと長い分析時間を必要とし、また分析を担当するコンサルタントによっ
て、解釈のアドバイスに違いが生まれるという特性があります。頻繁に実施することは難
しく、年に数回の施策総括の際などに活用することが適切だと言えるでしょう。
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　　MMMができるツールを活用する

最近では、「XICA magellan」のように、MMM の分析をセルフサービスで実施できるツ
ールが登場してきています。こうしたツールのメリットは、マーケターに統計分析の高度
な専門知識がなくても活用できる点、投入するデータや分析頻度をマーケターが自由に設
定することができる点、そしてコンサルティング会社に依頼するのと比較して短期的、継
続的に分析を進めることができるという点です。しかし一方で、セルフサービス型のサー
ビスであるが故にデータの用意や投入の手間が掛かるという点、分析結果の活用について
のノウハウを学び経験を蓄積していく必要があるという点に注意する必要があると言える
でしょう。

このように、統計学を取り入れたマーケティングデータ分析「MMM」は、マーケティン
グ活動全体の潮流を把握して複雑化するマーケティング施策を最適化する拠り所となり、
またマーケターがどこへ進むべきかを示唆してくれる道しるべとなります。マーケティン
グ施策ひとつひとつの改善という作業は重要なものですが、マーケターが努力した効果を
最大化させるためには、その前提としてマーケティング活動全体の動きを把握するという
作業も欠かすことはできないのです。MMM によるマーケティングの “働き方改革”、あ
なたも実践してみてはいかがでしょうか。
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