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01. 社内から「あのサイトって意味あるの？」と言わせないために

オウンドメディアの運営を通して、コンテンツマーケティングを行っている企
業が多い昨今。1社が複数メディアを運営する場合もあるため、世の中に存在
するオウンドメディアの数は増え続けています。

目的はもちろん、ユーザーにとって価値あるコンテンツを制作・発信
することで、見込み顧客のニーズを育成し、CVを経て、
最終的にはコアユーザーとして定着させることのはず。

しかし、数多のオウンドメディアがあるなかで、目立った実績を上げているオ
ウンドメディアはほんの僅かでしょう。

社内から「ウチのあのサイトって誰が運営してるの？」「あのサイトって何か
意味あるの？」そんな声を思いがけず聞いてしまったことはありませんか？
確かに運営チーム以外から見ると、その実績はわかりづらいものかもしれませ
ん。

その理由の一つとなるのが、オウンドメディアの特性である「興味・関心の喚
起」。

この特性上、成果に結びつくまで多少なりとも時間がかかります。具体的には、
サイトを開設したあとは、まず集客。そのあとも、中長期的にユーザーが知り
たい情報をコンテンツに盛り込み発信し続けることで、見込み顧客へと育てる
第一ステップとなります。

「継続すること」が重要なステップだからこそ、コンテンツマーケティ
ングを成功させるためには、ここで大きな成果が出なかったからといって、放
置してしまったり、早々に打ち切る選択肢をとるにはまだ早いのです。

オウンドメディアは何のためにあるのか
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オウンドメディアをコンテンツマーケティングとして
成功に導くためには

評価・分析が重要!!

オウンドメディアの魅力は、自社内で自由度高くコンテンツ設計ができること。
しっかり計画や分析を行い、正しい設計を敷いたオウンドメディアを用意でき
れば、質のよい見込み顧客を継続的に集める、効率の良い手段へと成長させる
ことができます。

そのためには、やはり現状を「継続的に」「正しく」分析するための環境が必
須です。

オウンドメディアだからこそ、無限の伸びしろがある！

01. 社内から「あのサイトって意味あるの？」と言わせないために

（評価・分析）
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ここ数年、Google社の検索アルゴリズムは大幅なアップデートを繰り返し
ています。健康やお金のような、センシティブなテーマのコンテンツが厳し
くチェックされたり、ユーザーのことを考えていない低品質なコンテンツは
淘汰されました。

編集体制を整え、ユーザー満足度が高いコンテンツを作ることは、オ
ウンドメディアを継続する上で改めて見逃せないポイントです。

1. 検索エンジンのアルゴリズム変更

オウンドメディアを継続する上で、マーケティングの一施策として広告など
と同列に捉えてしまうと、継続が危ぶまれるケースが多々あります。

具体的には、オウンドメディアから生まれたCVを主なKPIにしてし
まうと、費用対効果を証明することが難しくなってしまうのです。

2. 費用対効果を証明する難易度が高い

オウンドメディアの成果をどう捉えるかは、運営していく上で非常に重要な
ポイントです。逆に言えば、成果を正しく理解することができれば、オウン
ドメディア継続という判断に踏み切る裏付けとなります。次のページから、
オウンドメディアの成果について考えていきましょう。

しかし、大手企業がオウンドメディアを相次いで閉鎖することも少なくありま
せん。そんななか自社のオウンドメディア存続について、不安な気持ちになる
方もいるでしょう。ここで、オウンドメディアが閉鎖される主な理由を2つ確
認しておきます。

オウンドメディアが閉鎖される2つの理由

01. 社内から「あのサイトって意味あるの？」と言わせないために
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ズバリ！それは、セッションベースでの計測になっているからです。
セッションベースというのは、『ユーザーがサイトに訪問してから離脱するま
での一連の行動』を基準に計測をすることを指します。

なぜ成果が見えづらいのか？

しかし、このセッションを基準としたCV数値だけを評価していると、本当に
CVへ貢献しているコンテンツを正しく評価できない可能性があるのです！

その罠の原因は『一度セッションが切れたあと（離脱したあと）のCV
については、それ以前の導線を計測できないこと』にあります。

CV

離脱

CV

BAD!! BAD!! GOOD!!

記事A 記事B自然検索

離脱

記事A 記事B自然検索

ラストセッションのCV数値は計測できるが、セッションを跨いだ計測はでき

ない。つまりセッションを跨いだ数値も含めた、正確なCV数値を計
測できないので、正しい現状分析ができなくて当たり前です。これはコンテ
ンツマーケティングを行っていくうえで、かなり大きな問題です。

02. オウンドメディアの成果が見えてこない“罠”
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前述したように、オウンドメディアの役割は『ユーザーにとって価値あるコン
テンツを制作・発信することで、見込み顧客のニーズを育成し、CVを経て、
最終的にはコアユーザーとして定着させること』です。オウンドメディアでの
集客を成功させるためには、すべての接点を知ることからはじまります。

そこで生まれた指標が『再配分CV』です。この指標を導入しているアドエ
ビスでは、セッションを跨いだCVまでの経路もすべて計測できます。

成果を可視化する『再配分CV』とは

再配分CVは、CVするまでに接触した広告に対してCVを割り振ることで、平

等に広告を評価し、CVの直前に起きたクリック、つまりラストクリックだ
けでなく「初回接触」や「間接効果」も評価できます。アドエビスの
サイトコンテンツ機能を使えば、どんなコンテンツ（記事）が実際にCVへ繋
がりやすいかを可視化できるため、CVに寄与したコンテンツを正しく計測す
ることが可能です。また、1CVにつきそれぞれのコンテンツの関与度合いによ
って、CVを再配分した表示ができます。

アドエビスならでは！再配分CVの活用方法

CV

GOOD!!GOOD!!

サイト流入

1CV

離脱

0.5CV 0.5CV

離脱

記事A 記事B自然検索

記事A 記事B自然検索

02. オウンドメディアの成果が見えてこない“罠”
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たとえば、下記のような流れでCVしたユーザーがいたとします。

AさんのCVは、「記事A」「記事B」のおかげで発生しました。
CVが2つの記事に接触することで発生したので、各記事に0.5CVの成果があっ
たとCVを配分します。

BさんのCVは、「記事C」「記事A」のおかげで発生しました。
こちらも同じく、CVが2つの記事に接触することで発生したので、各記事に
0.5CVを配分します。

実際に計測したデータはどう表示されるのか

アドエビスであれば、下記のようなレポートで一覧で確認できます。
すると、CVは「0」だった記事Cも、CVに寄与していたことが数値で表すこと

ができるのです！通常のCVが少なく、再配分CVが多いコンテンツほ
ど「初回接触」や直接効果をアシストする「間接効果」での貢献度
が高いという評価・分析ができるようになります。

初回接触 直接効果 CV 再配分CV

記事A 0.5 0.5 1 1

記事B 0 0.5 1 0.5

記事C 0.5 0 0 0.5

このように、ただセッション数から生み出されたCVだけを評価するのではな

く、セッションを跨いだコンテンツから生まれるCVも評価すること
で、どのコンテンツにリソースを充てるべきかが明らかになり、次の改善施策
が立てやすくなるのです。

サイト流入

記事A 記事B自然検索

Aさん

サイト流入

記事C 記事A自然検索

Bさん

離脱

1CV

1CV

0.5CV 0.5CV

0.5CV 0.5CV

02. オウンドメディアの成果が見えてこない“罠”
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正しいCV数値を把握したあとは、さらにCVを増やすため、CVまでの経路を
紐解く必要があります。

特にオウンドメディアの場合、情報収集目的のユーザーも多く、最初のサイト
訪問時にコンテンツや記事からすぐCVに至るケースは少ないです。

どのコンテンツの組み合わせが一番CVにつながるのか

CVへと導くためには、上記のようなナーチャリングを狙う必要があり、それ

には「どのコンテンツからどのコンテンツへの導線がCVへと一番つ
ながりやすいのか」といったデータが欠かせません。

そのため、”CVしているコンテンツ”を単品で認識し、ただ量産しているだけ
では長期的な成果は見込めないのです。

それゆえ、成果を把握するには各コンテンツのアトリビューション（貢献度）

がわからなくてはなりません。初回接触や間接効果も含めた、正しい
CV数値の把握が求められるのです。

前述の通り、オウンドメディアの成果は基本的には間接効果です。つまり下の
図で言う『認知〜検討段階』が分析対象範囲となります。

オウンドメディアの「成果の分析対象範囲」はどこか？

分析対象範囲

新規顧客の機会創出 顧客獲得

潜在顧客 認知 興味 検討 資料請求

KPI：CV数

03. ユーザーを惹きつけるコンテンツのつくりかたとは？
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初回×直接セッションだけでなく、CVから遡って11回までパターン抽出が可能。

管理画面イメージ

「どのコンテンツからどのコンテンツへの導線がCVへと一番つながりや
すいのか」といったデータが欠かせないと前述しましたが、それらのデータを
可視化するためには、複数のデータを組み合わせて分析し、レポーティングす
る必要があります。

しかし、実現するには大きな労力がかかります。
そこで、この工程をいかに効率的に行えるかがポイントになるのです。

マーケティング効果測定プラットフォーム・アドエビスの『サイトコンテンツ

機能』を活用すれば、どのような記事閲覧の組合せによりCVが発生す
るのかも可視化できます。オウンドメディアならではのCVまでの道を網
羅して分析することで、貴社ならではの勝ちパターンが見えてくるでしょう。

CVまでの道すじをデータを、カンタンに可視化！

03. ユーザーを惹きつけるコンテンツのつくりかたとは？
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URL：https://data.wingarc.com/

ウイングアーク 1st 株式会社様のご紹介

最後に、オウンドメディア『データのじかん』を運営するウイングアーク 1st
様の成功事例をお伝えします。

ウイングアーク 1st様はデータに基づいた迅速な意思決定、アクションにつな
げる「データ活用」をITで支援する企業で、帳票基盤ソリューション「SVF」、
データ活用ソリューション「SPA」、BIツール「Dr.Sum」「MotionBoard」
などの製品・サービスを提供しています 。

04. ウイングアーク 1st様の成功事例

https://data.wingarc.com/
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オウンドメディアを広告換算すると2,500万円！？

『データのじかん』を知る上で、1つのユニークな数字があります。

オウンドメディアの各コンテンツが生むセッション数を、検索連動型広告
を運用した結果と仮定して広告換算すると、なんと単月2,500万円
もの価値があったのです。

日頃追っているKPIではなく、あくまでオウンドメディアの状態を多面的に捉
えるためのKPIの一つに過ぎないとのことですが、『データのじかん』が適切
なキーワードで多くのセッションを生んでいることがよくわかります。

ユーザーは自然検索でも検索連動型広告でも、キーワード検索をしてサイトを

訪れます。この点は基本的には同様で、大きくは変わりません。つまり、オ
ウンドメディアで月間2,500万円相当（2019年9月時点）の効果を、継続
的に生み出すことができていると言えるでしょう。

では、閉鎖に追い込まれるオウンドメディアが増えている中、なぜ『データの
じかん』はこのような成果を上げることができるのでしょうか。

04. ウイングアーク 1st様の成功事例
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各分析ツールの役割の明確化とKPIの可視化がポイント

『データのじかん』が成果を上げる理由の一つは、KPIの可視化にあります。

導入している各分析ツールの役割を明確にした上で、「KPI管理ボード」とい
うものを作り、アドエビスやahrefs、Googleアナリティクスやシビラといっ
たツールが集積するデータを、可視化して見やすく管理しています。

市場をつかむ 競合調査
自社の強み強化+
購買につなげる

【背景】顧客のコミ
ュニケーションの変
化（B2B領域）

【背景】WAならで
はの強みを活かし強
者の戦略（日本）

【背景】社内顕在課
題の解決が必要

市場での受け口として
しっかり成長する

競合の情報網より
手前でユーザーにリーチ

既存マーケ施策、
営業施策の後援に

PV/UU/
訪問企業大幅UP

他社のWeb力を圧倒
MQL⇒SQLの
トリガーに

データのじかんで活用している、各分析ツールの役割

04. ウイングアーク 1st様の成功事例

ABM/ABCD分析 他社メディアのSEO分析 アトリビューション分析
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集積したデータの中で特に注視しているデータは、アドエビスで計測で
きる初回接触や中間での接触（間接効果）データです。

これらのデータをCVにつながったラストクリックの成果と併せて評価・分
析することで、『データのじかん』の各コンテンツが認知〜検討段階でどの
ように貢献しているか、その間接効果がわかります。

データのじかんで活用している、KPI管理ボード

間接効果のほか、初回接触を明らかにすることが大切

また、同様に初回接触数も重要視しています。つまり、初めて『データのじか
ん』に接触したユーザーが月間どれほどいるのかを見ているのです。

オウンドメディアは「費用対効果を証明する難易度が高い」と前述しましたが、

『データのじかん』はラストクリックだけでなく、間接効果と初回接
触を明らかにしています。

さらに、ラストクリックに至るまでに『データのじかん』に接触したユーザー

が多いと証明できることで社内への説得力が上がり、オウンドメディアを
運営する上での自由度が上がります。

実は『データのじかん』の隠れたすごいところは、ここにあります。次のペ次
のページで詳しく見てみましょう。

04. ウイングアーク 1st様の成功事例
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オウンドメディアの中立性を保つことは可能か？

“編集体制を整え、ユーザー満足度が高いコンテンツを作ることは、オウンド
メディアを継続する上で大事だ”と前述しましたが、これは口で言うほど簡単
なことではありません。

ユーザー満足度が高いコンテンツ＝自分たちのサービスの訴求になると
は限らないからです。

ユーザーが求めるであろう情報を発信するためには、メディアが中立でないと
なりません。しかし、企業のオウンドメディアが中立であろうとすると、当然
ながら競合の情報も発信する必要があります。

ただでさえ費用対効果が見えにくいとされるオウンドメディアにおいて、競合
の情報を発信してまで中立性を保つことは可能なのでしょうか。

間接効果・初回接触の重視とユーザー満足度を追求する姿勢

それを可能にしているのが、『データのじかん』です。先ほどお伝えした通り、
社内への説得を十分に行なっているからこそ自由度の高い運営が実現し、メデ
ィアの中立性を高く保っています。

それを証拠にご覧の通り、競合であ
るGoogle データポータル（旧：
Googleデータスタジオ）もメディ
ア内でしっかり紹介しています。

ここが『データのじかん』の隠れた
すごいところです。

URL：https://data.wingarc.com/google-data-
studio-13030

ここまで読んでいかがでしょうか。間接効果と初回接触を重要視した評
価・分析手法と、競合の情報をも載せるほどユーザー満足度を追求する
姿勢にこそ、『データのじかん』が成果を上げる大きな理由が隠されている
のではないでしょうか。

閉鎖されるオウンドメディアが多い中で、これだけ成果を上げる『データのじ
かん』から、今後も目が離せません。

04. ウイングアーク 1st様の成功事例

https://data.wingarc.com/google-data-studio-13030
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「アドエビス」であれば、再配分CVで
オウンドメディアの初回接触と間接効果も楽々管理！

(平日10:00 - 18:00)

03-6831-4545

お電話はこちらから

※出典：「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2019」広告効果測定市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア
（2016〜2018年度予測）

Webからお問い合わせ

無料デモ案内お申込み

無料相談会お申込み

05. さいごに

https://go.ebis.ne.jp/contact/
http://go.ebis.ne.jp/demo/
https://go.ebis.ne.jp/consultation/

