お客様事例：株式会社

日立製作所

コーポレートサイト表示の個別最適化実現から、
事業部門での長期リードナーチャリング実現に発展
── 事業貢献を実現するマーケティングプラットフォームとしてMarketo Engageを採用 ──
社会イノベーション事業でグローバルリーダーを目指

す株式会社日立製作所。その基盤となる「Lumada

（ルマーダ）」を通じ、幅広い領域で顧客企業の価値
向上を図っている。顧客との長期的な関係構築に向

けて、Marketo Engageを導入した同社のデジタル
マーケティングの全貌に迫る。

※左から日立製作所の米山氏、小宮氏、佐藤氏、加瀬氏、村野氏

課題

効果

●企業の顔として、
よりユーザビリティを高めるために、
レコメンド機能の必要性を感じていた。

●コーポレートサイトにWebパーソナライズを導入し、
お客様の属性などに応じた情報提供が可能になった。

簡単なメールの
●長期ナーチャリングが必要な商材を扱うため、
送付に留まらず、
お客様に適した情報提供を目指していた。

●一人ひとりのお客様の状況に合わせて、
長期にわたっ
て最適なコンテンツを配信できるようになった。

●マーケティング施策がチャネル毎に分断され、お客様の行動把握
が難しく、営業に提供するレポートの作成作業も多く発生していた。

●お客様の行動が見える化でき、営業活動に役立つ情報を獲得。
Marketo Engageのレポート機能により、作業効率も格段に高まった。

株式会社 日立製作所
業

種：総合電気（電気・電子機器）

業務内容：情報・通信システム、社会・

産業システム、電子装置・シス

テム、建設機械、高機能材料、

オートモティブシステム、生活・

エコシステムなど、製品の

開発・生産・販売・サービス

導入商品：マーケティングオートメーション
活用用途：デジタルマーケティングの最

適化、リードナーチャリング、
メールマーケティング

「Lumada」が変える
日立のビジネス
1910年の創業以来、
「優れた自主技術・

製品の開発を通じて社会に貢献する」と
いう企業理念のもと、SDGsの実現に向け

た、社会イノベーション事業を推進してい

る株式会社日立製作所（以下、日立）。連

結売上収益約9.48兆円（2019年3月期）、
連結従業員数約30万人（19年3月末日時

点）を誇る、言わずと知れた日本を代表す

る企業の一つだ。

そんな同社が昨今、注力しているのが、

デ ジ タル イノベ ー ション を 加 速 す る

「Lumada（ ルマーダ）」。産業分野を中心
にユースケースを収集・公開し、顧客との

協創の中で、課題やビジョンを共有してビ

ジネスモデルをデザインし、検証・シミュ

レーションを通じて具現化することで新た
な価値を創出していく。

「Lumada」の多彩な魅力を顧客に伝え

るためには、既存の枠にとらわれず、組織

横断で一貫したメッセージを顧客に届け、
長期的な関係を築くマーケティングコミュ

ニケーションに転換していく必要がある。
そこでLumada事業を推進するサービ
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同部の技師でデジタ

ループ 部長代理で、
コーポレートサイトの

務を担当する加瀬 奈

バナンスを担う米山 卓美氏だ。
「もともと

お客様

は、顧客のメールに対

に応じたレコメンド機能があれば、お客様

協創

履 歴をつなげ て点 数

Lumada
お客様のデータから価値を創出し、
デジタルイノベーションを加速する日立のデジタルソリューション

ルマーケティングの実

月氏がまず着手したの

お客様との協創による
新たな価値の創出

お客様の
OTアセット
（現場データ）

お客様の
ITアセット

Lumada

お客様・パートナーとの協創

（ビジネスデータ）

（NEXPERIENCE など）

業種・業務ノウハウ

プラットフォーム製品とテクノロジー
（IoT プラットフォーム）

国・地域・
コミュニティ

OT ／ IT ／ IoT
パートナー

は欲しい情報にもっとたどり着きやすく

化し、それが実際の案

思いがありました。企業の顔として“顧客

件にどう影響を及ぼし

ているのか、営業に確

目指していたんです」
（米山氏）。

際の営業活動と関連し

上げて興味を持ってもらう、③日立の伝

えたいことをしっかり伝える、である。

るツールがバラバラで、

の中でも、米山氏が特に外せないと考え

企画部 部長代理の佐藤 正樹氏だ。
「それ

した」
（佐藤氏）。

容易にたどり着ける、②日立の認知度を

ていることが見えてき

ました。
しかし、使用す

日立グループの顔として
お客様をもてなすために

客様の行動を把握するのは難しい状況で

米山氏がコーポレートサイトの要件に

挙げたのが、次の3点だ。①欲しい情報に

図りたいと考えていました」
（加瀬氏）。

個別のチャネルで完結していて、一連のお

過ごしていただけるコーポレートサイトを

とがわかり、デジタル

ス営業推進本部にデジタルマーケティン

ましたが、WebはWeb、
メールはメールと、

日立グループのコンシェルジュになる”を

客様が特定のWebサイ

う。
「直近で受注したお

め、その統一や改善を

までもデジタルマーケティングをしてはい

課題に応えるために、
デジタルを活用した

ビジョンに掲げ、来訪者の方々に心地良く

効率が良くなかったた

ググループを立ち上げたのが、
同本部 営業

なり、事業拡大も期待できるはず』という

認することだったとい

で取得できる情報は実

ソリューション
パートナー

事業部門にいたころから、
『訪問者の属性

する反応とWebの行動

トを何度も見ているこ

（ソリューション、ユースケース）

企画・運営と日立グループ全体のWebガ

時を同じくして、同社でMAの導入を

ユーザビリティの向上を狙った具体策

たのがレコメンド機能だった。
「レコメンド

が で きるツール を 探して い たときに 、

Marketo Engageに“Webパーソナライズ”
という機能があることを知りました。
『私た
ちがやろうとしていたことを実現できるの
は、
これだ！』
と感じましたね」
（米山氏）。

組織の壁を越えた連携で
Marketo Engageを導入

進めていた人物がもう一人。
ブランド・コ

ミュニケーション 本 部 デジタルコミュ

それにしても驚きを隠せないのが、
日立

ニケーション部 デジタルプランニンググ

コーポレートサイトは企業の顔。
Webパーソナライズで
日立のブランド価値を高めたい。
ブランド・コミュニケーション本部
デジタルコミュニケーション部

（左写真）

デジタルプランニンググループ
部長代理

米山 卓美氏

（右写真）

ソーシャルメディアグループ
主任

小宮 寛史氏
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Web パーソナライズを適用した日立のコーポレートサイト
通常ユーザー

金融機関のユーザー

咲子氏は、1年弱前まで「Lumada」の営業

支援に携わっていた。
「私が営業活動をす

る中で感じていたのは、“お客様のことを

もっと深く理解したい”という思いでした。

『直接お話しするだけでなく、
デジタルの力
でお客様の動きがわかれば、
もっと色々な

施策が打てるのに』
と。
Marketo Engageを

使ってそれを実現できるのであれば、喜ん
で取り入れようというのが、
営業の基本的

なスタンスだと思います」
（村野氏）
。

通常ユーザーには同社の「社会イノベーション」、金融機関のユーザーには「金融ソリュー
ション」のメインビジュアルを設置するなど、来訪者に応じて適切なメッセージを出し分け
ることで、コンシェルジュのようなおもてなしを目指す

ほどの大企業において、
異なる組織の情報

がうまくつながったことである。
「もともと

においては、シンプルにお客様と営業が1

対1で結びつくだけでは終わりません。複

Marketo Engageが実現する
デジタルを活用したコンシェルジュへの道
こうして18年10月にMarketo Engage

を導入。
コーポレートサイトの改訂は19年
6月に決まっていた。それまで米山氏が

行っていたのは、既存サイトに対するさま

雑化する営業活動を考えると、デジタル

ざまな分析だった。例えばコーポレートサ

期的にお客様を育成できる環境を構築す

お客様を優先する仕組みを整えて、営業

べてみると、意外なことに、家電の型番を

すそうなMarketo Engageにしたい』
と考

チームがサポートしますから、
コーポレー

部署同士の接点はありました。今後、デジ

タルマーケティングを全社に展開して、長

るために、
『顧客育成の機能が一番使いや
えていたとき、米山の部隊からMarketo

Engageを導入しないかと相談を受けまし
た」。
こう話す加瀬氏に対し、
米山氏は導入
の経緯について、
次のように答えた。

「私たちがMarketo Engageを導入した

マーケティングで受注につながりやすい

の効率化を図ることが不可欠です。
『佐藤

調べている人が多いことがわかった。流

入経路をたどると、外部の家電比較サイト

トサイトを起点に、一緒にデジタルマーケ

に記載されているURLがコーポレートサ

べてのビジネスユニットの企画や宣伝部

「そこでMarketo EngageのWebパーソナ

対する周りの反応は、
「ぜひ、やりたい」と

家電比較サイトから来訪したお客様に対し

ティングをやっていきませんか』
と、
ほぼす
門を行脚しました」。
この米山氏の提案に

ら、絶対にみんな使ってくれるだろうとい

いうポジティブなものだった。

業横断でお客様に価値を届けるビジネス

ジタルマーケティングを担当している村野

う確信はありました。
『Lumada』という事

イト内で検索されているキーワードを調

佐藤氏、
加瀬氏と同部の主任で、
共にデ

イトのトップになっているのを見つけた。

ライズ機能を試してみようと思い、特定の

て
『家電をお探しの方はこちら』
というポッ

プアップを出してみたところ、
約3割の高い

クリックレートが得られました。
“やはりユー

日立の
デジタルマーケティングを
牽引していく存在になりたい。
システム＆サービスビジネス営業統括本部
サービス営業推進本部 営業企画部
（左写真）

部長代理

佐藤 正樹氏

（中写真）

技師

加瀬 奈月氏

（右写真）

主任

村野 咲子氏
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ザー視点でUXを考えながらデザインすれ

ば、正しく送客できるんだ”と実感し、私た

ちが目指すゴールの実現にもつながってい

くと感じました」
（米山氏）。

その際、
Marketo Engageの設定を担

当したブランド・コミュニケーション本部

デジタルコミュニケーション部 ソーシャル
メディアグループ 主任の小宮 寛史氏は

「仕組みを理解できれば、すぐに操作でき

ました」
と語り、
「Marketo Engageのダッ
シュボードやアナリティクスが大変優れて

いるので、サッと差し替えてPDCAを回せ

るのが素晴らしい」
と評した。

一方、佐藤氏が率いるデジタルマーケ

ティング部隊では、産業・流通ビジネスユ

スコアリング機能でスコアの高い人に対

いのか、
展望を聞いた。

ないでいく。

かりの米山氏は、
「トップページのブラン

して事例紹介セミナーを案内し、
営業につ

二つ目が、営業担当者に対し、お客様

がWeb上でどんな動きをしているのか、

コーポレートサイトの改訂を終えたば

ディングエリアは、お客様に対して最も強

くアピールできる一等地。
ここにWebパー

定期的にレポートにまとめて渡していく。

ソナライズを用いることで、デジタルを活

Marketo EngageとSalesforceとの連携

て、お客様に最適な情報をお届けしてい

よりタイムリーな情報を届けられるよう、

用した日立グループのコンシェルジュとし

を進めているところだ。

きたいです。
またアクセス元のドメインに

成するために、多くの時間を要していたの

めた約30万人の日立グループの人たちに

「以前は、営業に展開するレポートを作

ですが、
Marketo Engageでは自動で作

成されたレポートをまとめるだけでよく

なったので、作業が効率的になりました。

アクティビティログも見やすく、お客様が

よって差し替えられるので、逆に海外も含

向けたメッセージを発信する“インターナ
ルコミュニケーションの場”としても活用し
ていけたらと考えています」
と語る。

他方、佐藤氏は「最近では、色々なビジ

ニットなどとともにMarketo Engage活用

どのメールを見てセミナーに来場された

ネスユニットからデジタルマーケティング

を目指すその取り組みは、大きく二つの

が上がっています」
（村野氏）

には、それぞれのビジネスユニットのデジ

Marketo Engageでつなぐ
日立グループのデジタルマーケティング

なりたいです。
Marketo Engageの数字を

最後に、それぞれの部門で今後どのよ

ないでいければと思っています」
と抱負を

をスタートさせた。顧客の長期的な育成
軸で進められているという。

一つ目が、特定のソリューション商材に

ついて、保有するリードを一つのDBに集

約した上で、
コンテンツを作成してメール

を配信する。その後、Marketo Engageの

のかも一目でわかるようになり、生産性

うにMarketo Engageを活用していきた

の相談を受けるようになりました。将来的

タルマーケティングを牽引していく存在に
共有しながら、
うまく複数の事業領域をつ
述べた。

Marketo Engageをハブとして日立グループ全体をグローバルにつないでいく

アドビ システムズ 株式会社
https://jp.marketo.com （マルケト事業）
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