顧客管理・マーケティング分析ソリューション

SAS® MARKETING AUTOMATION
マーケティングのPDCAサイクルを実現する
統合マーケティング・プラットフォーム

主な機能

SAS Marketing Automation は、
１つのチャネルを利用したものから
複数のチャネルを跨る複雑なキャン
ペーンまで幅広く対応し、スピーディ
なキャンペーン立案／修正／管理を
可能にします。対象セグメントの定
義や選 別ルールの順位付け、コン
タクト・チャネルの選択、キャンペー

消費者やチャネルの多様化が進み、競争

します。ターゲティング機能やトラッキン

の激化が進展するにつれて、マーケティ

グ機能によってキャンペーンの実施を支

ング部門は顧客とのコミュニケーション

援し、キャンペーン効果を最大限に引き

においてより革新的であることが必要に

出します。

なっています。また、マーケティング ROI
を最大化するためには、分析的アプロー
チを採用し、顧客の行動やキャンペーン

主な利点

効果に関する知見をマーケティング活動
に取り入れていく必要があります。

• キャンペーンの立案を容易に
シンプルなキャンペーンから極めて複

ンのスケジュール設定と実施、効果
予測や評価といった高度な分析ま

顧客はどのコミュニケーション・チャネ

雑なキャンペーンまで、また計画的な

でサポートします。

ルを利用した場合でも一貫した扱いを受

マーケティング・プログラムの実施から

けられることを企業側に期待しています。

ターゲットを絞り込んだ機動的なアク

企業はすべてのコミュニケーション・チャ

ションまで幅広く対応します。グラフィ

ビジネスメリット
マーケティング活動の効果を高める
多彩な機能を提供し、マーケティン
グ ROI（ 投資対効果）を改善する
ことで業 績向上に貢 献します。ビ
ジュアルで直感的なインターフェイ
スを採用すると同時に、既存のイン
フラやシステムを利用できる柔軟性
も備え、キャンペーンの自動化を実
現します。
対象ユーザー
マーケティング戦略を立案する担当

ネルを通じて、いつ、どんな方法で顧客

カルで使い勝手のよいインターフェイス

にコンタクトしたか、そしていつ、どんな

を提供し、複数チャネルあるいは複数

対応をしたかを正確かつ統合的に管理す

ステップにわたるキャンペーンの立案も

ることによって、顧客が望んでいる一貫

容易に行えます。

性を確保できるのです。

• 全社のキャンペーン活動を連携
キャンペーン実施に伴う組織間あるい

業界アナリストたちは、CRM への取り組

は地域間の連携プロセスを効率化する

みがつまずく最大の要因はデータ統合の

ために Web ベースのクライアントを提

失敗にあると繰り返し指摘しています。ま

供し、キャンペーン管理チームの活動と

た、たとえ「質のよい」顧客データを保持

現場のプロダクト・マネージャーらの活

していたとしても、それをマーケティング・

動との連携を促進させます。また SAS

者をはじめ、マーケティング活動の成

キャンペーンの企画／実施／トラッキング

Marketing Automation によって作成

果報告を必要とする経営層、ターゲッ

に有効活用できている企業は稀です。

したターゲットリストは、さまざまなテ

トの選別やキャンペーンを実施する

クノロジーを活用した実行チャネルにも

担当者、顧客行動の予測やモデル化

企業は何百万もの顧客に商品を販売し

を担う分析担当者など、マーケティン

なければ ならない わけですが、これが

グ業務に関与するユーザーをサポー
トする多彩な機能を提供します。

容易に連携が可能となっています。

• マーケティング・パフォーマンスを改善

問題を難しくしている根本原因の 1 つで

レポートを 容 易に作 成 で きる環 境を

す。このデータボリュームこそが効果的

提 供し、キャンペーン の 効 果 検 証 業

なマーケティング活動の実践を極めて困

務 を 簡 便 化しま す。SAS Customer

難にし、企業によってはキャンペーン実施

Intelligence Suite 共通のレポーティン

のために 数百人ものリソースを必要とす

グ機能を利用し、すべてのチャネルに

るといった事態を招いているのです。

わたるすべてのやり取りを統合できるた
め、マーケティング担当者はキャンペー

SAS Marketing Automation は、キャ

ンの実施状況をトラッキングしたり、分

ンペーン管理や分析をはじめ、データ統

析したりすることができます。

合、BI（ビジネス・インテリジェンス）と

• 既存システムとの互換性によって TCO

いった強力な機能を備え、マーケティン

削減を実現

グのあらゆる業務をサポートする統合型

データソースやデータ形式にかかわら

のマーケティング・ソリューションを提供

ず、あらゆるデータにアクセスすること

ができます。社内にある既存 の ERP

べてのマーケティング活動をワンストップ

（適切に修正した）後に承認することで

システムや業務システムへの投資を無

で 管理することができます。キャンペー

利用することができます。他システムを

駄にすることなく活用でき、マーケティ

ン・チェックリストによってキャンペーン

使って作成した対応も SAS Marketing

ング・チームや 分析チームのニーズに

終了までに完了すべき全業務が一覧表示

Automation の中で閲覧／編集／削除が
可能です。

対応 することで 全社レベ ルで の デー

され、日々同時進行する数百というキャ

タ統 合が 複 雑 化するといった問 題 の

ンペーン管 理も容易に行えます。また、

発 生 も 防 止しま す。SAS Marketing

このチェックリストにはキャンペーンごと

高度な分析機能

Automation の利用によってキャンペー

に指定された責任者から承認を取るとい

マーケティング担当者は、対話的にレポー

ン・フローの中に SAS のプロセスをダ

うステップが組み込まれています。

トを動的に参照することで、顧客プロファ

イレクトに取り込むことができるので、

イルや、キャンペーン立案時の選択が適

以前から使用していたプログラム もそ

さらに、キャンペーン・プロセス・フロー

切であったかを 確認することができま

のまま使い続けることができます。

の各段階においてロジックの複雑化を避

す。また予測分析の結果をキャンペーン

ける手段（ロジックのパッケージ化／再利

立案に取り込むことも可能です。キャン

用機能）を提供し、シンプルなキャンペー

ペーン管理機能はパワフルなクラスタリ

ンから複雑なキャンペーンの立案まで無

ング機能やセグメンテーション機能を提

理なく行うことができます。この他にも、

供するとともに、データ・マイニングでは

SAS Marketing Automation は、分析

さまざまなレベルの権限を与えることが

業界標準となっている SAS Enterprise

に裏付けられた顧客コミュニケーション

できるので、キャンペーン・ダイアグラム

Miner ™とのダイレクトな統合を可能と

の実現と、そのための連携に必要な機能

の共有やリンクをコントロールできます。

し、確かな情報にもとづいたコミュニケー

と柔軟性を提供します。
SAS はマーケティ

例えば、グローバルレベルで適用される

ションを支援します。

ング・キャンペーンを成功に導くためのあ

「コンタクト禁止」リストを変更する権限

らゆる業務をサポートするのに最適な環

を個人情 報保護管 理責任者（CPO）だ

統合型のビジネス・インテリジェンス

境を提供します。

けに限定して定期的に自動更新し、他の

CRM と ビ ジ ネ ス・イ ン テ リジ ェ ン ス

誰にも更新できないように設定して、計

をソリューション 内 で 融 合で きるの は

ソリューション概要

顧客のセグメンテーション、プロファイ

画された全コミュニケーションに適用す

SAS Marketing Automation だ け で

リング、検証

るといったことも可能です。システムが

す。SAS Marketing Automation は、

SAS Marketing Automation はビジュ

処理した活動のすべてを記録し、分析に

SAS Business Analytics 共通のプラッ

アルに情報を分かりやすく伝えるツール

ついてもプラットフォーム全体でブラック

トフォーム上で構成されており、それぞ

群を提供し、適切な顧客ターゲティング

ボックスではなく、オープンなアプローチ

れの部門が求める情報を適切な形で提

をサポートします。マーケティング担当者

を取ることで、監査および関連業務をよ

供することができます。Web レポートや

はヒストグラムを参考にしてトレンドを見

り簡単に処理することができます。SAS

OLAP 分析、e メールによるアラート配

極めたり、ターゲット選択を行ったりでき

は「分析手法の監査 」を可能としており、

信、さらには SAS で作成したチャートや

る他、ランダムに顧客データを分類した

これによってマーケティング・モデルが現

表を Microsoft Office 製品にエクスポー

り、顧客データ中の変数を基準として分

行および新規の規制を遵守しているかど

トすることも可能です。

類することも可能です。さらに内蔵のク

うかを確認することができます。

ラスター分析機能を使えば、より高度な

データ統合

顧客セグメンテーションを行うこともで

顧客への対応を管理

SAS が提供する包括的なデータ統合機

きます。マーケティング担当者は、高い

SAS Marketing Automation は 顧 客

（データの抽出／変換／ロード）
能は、
ETL

操作性と強力な機能を備えたツール群を

への対応（またはオファー）を作成／閲

からデータ品質の確保に至るまで、顧客

利用することで、より効率的に、より効

覧／編集／削除する機能を備えていま

データ管理に伴うあらゆる作業をサポー

果的に業務を進めることができるように

す。ユーザーはリストの中から適切な対

トします。SAS はデータ統 合を成 功へ

なります。ターゲットを絞り込み、堅実

応を選択し、各キャンペーンに組み込む

と導く各種ソリューションのみならず、全

で採算性の高いキャンペーン立案が実現

ことができます。個別に設定した詳細内

社規模のマーケティング・ソリューション

できるのです。

容や添付のイメージ画像などを見て対応

展開に不可欠な各業界特有のデータモデ

内容を確認することも可能です。対応内

ルに精通しており、優れた専門知識も併

キャンペーンの計画・実行・管理

容が更新された場合には、キャンペーン

せて提供します。さらにストレージ・オプ

マーケティング担当者はポータル経由で

ごとに承認／却下の選択が可能です。更

ションとしてスタースキーマ への対応を

利用可能なダッシュボード を使って、す

新された内容を一度却下した場合でも、

はじめ、クラスター化した動的テーブル

への対応、バーチャル・テーブルへのパ
ラレル・ローディングに加え、SAS Data

Integration Studio を利用してデータ統
合の改善を図ることも可能です。
管理機能とセキュリティ

SAS Marketing Automation は、企業
全体に存在するマーケティング・ソリュー
ションのすべてを総合的に管理する環境
を提供するため、コスト削減と効率アッ
プに有効です。また、こうした環境を利
用することによってマーケティング担当者
は次のような管理が可能となります。

• 個々のユーザーをグループに割り当てる
機能や業務ニーズに適した権限を与える
機能を利用して、ユーザー・プロファイル
の管理や安全性の高いアクセスを確立

• 全社レベルでのメタデータ管理
• キャンペーンおよびマーケティング・プ
ロセスのスケジュール管理

• サーバーへのアクセスや可用性の管理
• 複数のデータソースにまたがるデータ
統合を管理

• 監査およびログの管理
より幅広いマーケティング・ニーズに応
える拡張性

SAS Marketing Automation は他の SAS
ソリューションとの連携による拡張性を
持っており、より充実した機能を提供する
ことが可能です。

SAS Marketing Optimization は、
企業のコミュニケーションによる目標（売
上など）を最 適化するために高度な数
理的手法を活用したプランニング機能を
提供します。リソースや予算上の制約を

主な機能
顧客のセグメンテーション、プロファイリング、検証

• チェックリストやヒストグラムを利用した抽出条件の作成
• マルチ・セレクト・ノードによって複雑なセグメント作成を可能にすると同時に、キャ
ンペーン・フローの複雑化を防止

• ワイルドカードによる選択をサポート
• パーセンテージや件数、分析手法を利用したテストグループやグループ分割の実施
• 数値、合計、平均、その他の数式表現を含む計算項目を利用可能
• デシルや分位数を使った順位付け、その順位を利用した抽出
• フィルタを使ったリスト抽出
• キャンペーン設計時にあらゆるエンティティ・レベル（家族、顧客、口座、法人など）
を指定して抽出が可能

• ノードを容易にカスタマイズすることができ、標準では解決できないセグメンテー
ション、プロファイリング、検証に伴うあらゆる課題を解決

• 承認、チェックリストのステイタス変更／展開／実行／スケジューリングなど、さ
まざまなイベントを e メールで通知
キャンペーンの計画／実行／管理

• 容易にキャンペーン・フローを作成／閲覧／編集
• キャンペーン全体およびキャンペーン・コンポーネントの容易な共有・再利用
• キャンペーン内あるいは異なるキャンペーン間でのコミュニケーションの優先順位付け
• 変更可能なマーケティング・プロセス・ビューやキャンペーンやコミュニケーション
に関するガントチャート・ビューを提供

• 承認プロセスによってキャンペーン実施の前に適切な事前承認を取得
• キャンペーン構成のどの段階においても ROI 予測や損益分岐点分析、予実比較、
What-if 分析の設定が可能。また、これらの分析に SAS Activity-Based Management
などのソリューションから得た活動基準原価情報を取り入れることも可能

• キャンペーンごとに 1000 人当たりのコストおよび 1 人当たりのコストを抽出し、
セグメントごとのコストを計算

• あらゆるオファー について複数のコストや収入を推定／トラッキング
• キャンペーンやコミュニケーションごとにその定義やデータ項目を詳細に定義可能
• e メールからのクリックスルーやコールセンターでの応対など、外部のイベントに
応答してキャンペーンを実施

• SAS Web Analytics からの知見を新たなキャンペーン計画に活用（例：商品を
ショッピングカートに残したまま購入せずに Web セッションを終了した顧客を分析）
• SAS Digital Marketing との連携によって e メールのパーソナライズ、SMS およ
び RSS メッセージの作成、配信／レスポンス管理を実現
手作業の介入なしでマーケティ
• SAS Marketing Optimization との連携によって、
ング・キャンペーンの最適な顧客配分を実現

考慮しながら顧客の反 応率を最 大化す

• 遠隔地ユーザーや分散型ユーザーにもキャンペーンおよびコミュニケーションの

ることにより、経済効果を最大化するこ

開始／レビュー／承認／編集、キャンペーンレポートの公開を可能とする新たな

とができます。さらに SAS Marketing

Automation と SAS Marketing
Optimization を連携することによって、
キャンペーン・マネージャーからマーケティ
ング分析担当者への業務連携も自動化で
きます。ソリューション間の連携は自動更
新ベースでスケジュールすることができる
ので、手作業による介入も不要となります。

SAS Digital Marketing は、e メールや

Web インターフェイスの提供
その他のキャンペーン関連クリエイティ
• カタログや折り込み広告、
e メール、バナー、
ブを参照

• 全データ項目に業務的に理解が容易な表記を設定
• レスポンス情報管理
• 計画済／実行中のキャンペーンに関する概要表示
• ノードを容易にカスタマイズし、標準では実装が難しいキャンペーン・ロジックを
実装可能

SMS、RSS のパーソナライズ機能を備え

主な機能（つづき）

ているので、マーケティング活動にデジタ

キャンペーン効果の評価と分析

ル・マーケティングを積極的に取り入れよ

顧客、
口座、
法人など）でコンタクト履歴を記録
• あらゆるエンティティ・レベル（家族、
• コンタクト履歴やレスポンス履歴の管理、パフォーマンス分析のための標準デー
タモデルを提供（SAS Customer Intelligence ソリューション全体で共用）
• 顧客データの閲覧／プロファイリングによりコミュニケーションの質を改善
• ドラッグ＆ドロップ操作で分析に必要となるテーブル間のジョインを設定

うとしている SAS Marketing Automation
ユーザーに最適の拡張機能です。

SAS Web Analytics は、Web 上 で
展開される顧客行動（トランザクション
や登録、サイトの繰り返し訪問、クリッ

高度な分析機能

ク・ストリームなど）への理解を深めて

• ドラッグ＆ドロップ操作でクラスタリングを実行し、高度なセグメンテーションお

くれます。こうした分析は、オンライン／

よび分析を実現

オフラインでの最も効果的な顧客コミュ

• SAS Enterprise Miner で使用したモデルの登録／実行
• SAS Enterprise Guide® のドラッグ＆ドロップ操作で作成できる（SAS ストアド

ニケーションを見極めるのに役立ちます。

プロセスと呼ばれる）モデル、分析、マクロをインポート

またキャンペーン効果を阻害しているサイ

• ノードを容易にカスタマイズし、高度な分析要件に対応
コントロール・グループを適切にサイジング
• 統計上の有意サンプルサイズをサポートし、
• デシル、分位数、パーセンテージを利用したグループ分割
• SAS コードや SQL コードを容易に取り入れ、視覚的にキャンペーンを設計
• 他のデータ項目と同様に、モデルによるスコアを利用可能

トのユーザビリティに関する問題の発見
にも有効です。

SAS Real-Time Decision Manager
は、SAS Analytics とビジネスロジック
やコンタクト戦略を連携させ、リアルタイ

統合型のビジネス・インテリジェンス

ムでの意思決定を支援します。Web サイ

• 業務上のニーズに適した権限割り当て機能（管理者／グループ／ユーザー権限を

トやコールセンター、店舗など、顧客と

行レベルまで設定可能）

のインタラクティブな接点において、顧

• トラブル・シューティングおよびシステム保守のための管理者用ログ機能
• キャンペーン用のマルチレベルのテンプレート作成
• ユーザーグループ間でフォルダーやオブジェクトを共有
• 複数ユーザーによる同時アクセスが可能
• 同一の環境で複数の事業部門をサポート。同一のシステムを共有しながらも製

客に対する最適なリアルタイム・コミュニ
ケーションを実現します。

システム要件

品ラインや顧客セグメント、地域ごとなどに独立に運用可能
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