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広告施策のパフォーマンス向上のポイント
～広告予算の投資先とKPI～
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日常行っているデジタルマーケティング施策のなかで、もっとも予算や工数
をかけているものは何でしょうか？
多くの方が、広告施策と回答するのではないでしょうか。

しかし、多くの予算を投下しているにも関わらず、その広告予算が適切であ
るかどうかはわからないという方も多いのではないでしょうか。
また、広告施策の効果を図るためのKPIは正しく設計されていますか？

広告費をコストではなく投資ととらえ、その投資効果を最大化するためには
どのような考え方が必要なのでしょうか。

当Ebookでは、広告施策で追うべきKPIの基礎と併せて、広告予算を正しく
算出し、効果を出すためのヒントを解説します。
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広告施策の前に「収益構造」を考える

デジタルマーケティングにおいて、広告施策はなくてはならない存在ですが、広告のKPIや
適切な広告予算を把握できていますか？

広告にも数々の重要な指標があり、それらを改善していくことで成果は上がっていくもの
ですが、やみくもに広告予算を増やせばよいというものでもありません。
適切なKPIを設計するためには、まずは現状分析が必要です。
ここでいう「現状分析」は、単にCPAやCVRといった指標を可視化・把握するというだけ
ではなく、より広い視点で「利益構造」の現状を把握することです。

例えば右の図では、売上アップというゴール（KGI）を分解し、重要指標であるKPIになり
うる要素をツリー状にあらわしています。
当たり前の話ですが、売上をもたらしてくれるのは、新規の顧客だけではなく既存の顧客
も存在します。

そして、売上を向上させるためには既存顧客からの収益をどれだけ大きくできるかにかか
っているといっても過言ではありません。

仮に、顧客にリピートしてもらえない状態の場合、常に新しい顧客を獲得しないと売上が
上がらなくなってしまうため、常に大量の広告を出稿し、新規顧客を獲得し続けなくては
なりません。
このような状態は、「バケツに穴が開いている」と例えられることがあります。

既存顧客からの売上を上げる（継続して買っていただく）というのは、このバケツの穴を
ふさぐことと言えます。

バケツの穴がふさがれた状態になって、はじめて新規顧客獲得のための広告施策を考える
ことができるのです。 ※出典：グロース X コラーニングアプリ
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では、バケツの穴がふさがれた状態になるためには何が必要なのでしょうか。

ここで大切な指標の一つが「LTV（顧客一人あたりの粗利額の総額）」です。

前述のとおり、売上を向上させるためには既存顧客からの売上は欠かせません。
既存顧客が一定期間で、いくらのものを何回購入してもらえるかがカギとなり
ます。ここでもたらされる利益の総額がLTVです。

LTVを最大化するための施策はいくつかありますが、その中でも重要なのがリ
ピート率で、何度もリピートしてもらえる状態になることが、バケツの穴をふ
さぐことにつながります。

その中でも特に重要で売上に影響するのが、「F2転換」といわれる、2回目の
購入です。

LTVは、右の階段図のように、売り上げ構成を「新規顧客」と「既存顧客」に
分類し、ユーザーが新規から既存にどの程度推移するかを確認することで可視
化することができます。
この階段図をイメージしながら、2回目購入数（F2転換）をいかに増やすかが
重要なのです。

マーケティング予算の効果的な使い道という観点では、新規顧客の獲得だけで
はなく、初回購入後の顧客に対してどのようなコミュニケーションをとってF2
転換を図っていくかという、コンバージョンの後まで注視する必要があります。

バケツの穴をふさぐ『F2転換』

LTVに大きく寄与するF2転換

長期視点で広告効果を最大化させる

2回目の購入率（F2転換率）向上を意識することで、
広告効果を瞬間的にとらえるだけではなく、
中長期での成果に目を向けられるようになる
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マーケティング部門の事業計画を策定する際には、来期の経営目標から逆算して
算出した数字や、前年対比での差異など、いくつか参照できる基準があります。

まずはAs Is（現状の数値）とTo Be（目標や計画の数値）を明確にし、その間の
ギャップがどの程度あるのかを把握するところから始めましょう。

そのためには適正なマーケティング予算を算出し、そこから広告施策に投資でき
る金額を算出します。
適正な広告費に関しては、「売り上げの〇％」と決めてしまっている企業も多い

ようですが、本来の適正な広告費は、
LTV・CPO・CPAを基に利益構造から算出するべきです。

必要な広告費を算出するためには、「LTV」「引上率」「顧客一人あたりの販促
費用」「目標利益額」「顧客一人あたりの利益」「新規顧客獲得数」「CPA」
で算出します。

右のような計算方法を知っておくことで、自社で必要な広告費を算出することが
できるようになります。

また、許容CPAを把握しておくことで、その範囲内であれば広告費を増額しても
成果を出すことができるため、広告のボリュームを出したり、逆にボリュームを
絞ったりという柔軟な対応も可能となります。

自社の適正な広告費を把握するための4ステップ

１，平均LTVから「許容CPO」を算出する

LTVを算出する期間を決め、その期間のLTVを
「許容CPO」とする

２，許容CPOから「許容CPA」を逆算する

「許容CPA」＝「許容CPO」×「引上率（本購入率）」
ー「見込み客1人当たりの販促費用」

３，目標利益額から「必要な新規獲得件数」を算出

「許容CPAーCPA」で見込み客一人当たりの利益を割り
出し、そこから「必要な新規獲得件数」を算出する。
「目標利益額」÷「1人当たり利益」

４，必要な広告費を算出

「必要な新規顧客獲得数」×「CPA」＝「必要な広告費」
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前ページの必要な広告費を算出する方法では、
『必要な新規顧客獲得数×CPA＝必要な広告費』という計算が必要です。

つまり、新規で必要な顧客数を担保しながらも、効率の良い広告施策を
運用していくためのポイントは、CPA（新規顧客を1名獲得するのに必要な費
用）を下げることです。

では、CPAを下げるにはどのような手法が有効なのでしょうか。
通常は、広告のクリエイティブや文言を変更してみるというアプローチをとる
のですが、それ以外にもCPAを下げるポイントがあります。

そのポイントは、「広告をどう打つか？」ではなく、「顧客がどの商
品から入ってどんな体験をするか？」を考えるということです。

CPAを下げるために必要な2つのハードル

～CPAを改善するための2つのハードル～

初回購入のハードルを“下げる” 「初回お試しセット」の値段を下げたり、CVしやすくしたりすることで、
CVRを向上させることができる

新規顧客が製品・サービスを体験いただくためのハードルを上げることで、
将来的に優良になり得る顧客に絞って効率的に獲得する

体験のハードルを“上げる”

「初回購入」と「体験」2つのハードルを意識する

CPAは「CPC÷CVR」で計算することができます。CPAを改善する（＝CPAを
下げる）ために、「初回購入のハードル」を下げることでCVRを向上させます。

一方、CVRの向上に伴い、自社の優良顧客にはなりづらい興味本位だけの一見
顧客も獲得できてしまうかもしれません。そのようなCVは中長期的には自社に
利益をもたらしてくれない可能性があるので、逆に「体験のハードル」を上げ
ることで、自社の製品・サービスを本当に必要としている人にのみCVしてもら
うことができるようになります。
「初回購入のハードル」を下げて、「体験のハードル」を上げるというバラン
スを調整することで、効果的にCPAだけではなくCPOも改善できるようになる
のです。
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ここまで、適切な広告予算を算出するための方法を解説してきましたが、広告施
策のKPIにはほかにどのような指標があるのでしょうか。

広告効果を測定するためには、ROAS（Return On Advertising Spend：広告費用
対効果）で見るのが一般的です。
つまり、投資した広告費がどれだけ売り上げに貢献したかを見ていくことになり
ます。

同様に、ROI（Return On Investment：投資に対しての利益）や
CPA（Cost Per Acquisition：新規顧客一人当たりの獲得コスト）、
CPO（Cost Per Order：受注1件あたりの獲得コスト）など、
様々な指標があり、どの指標がどの程度の数値であれば適正なのかを判断する
必要があります。

上記の指標はあくまで一例ではありますが、言葉の意味を正確に把握しておくこ
とで、社内のみなならず外部パートナーとも同じ目線でディスカッションをする
こができるようになるでしょう。

広告効果を測定する指標は他にもまだまだたくさんあります。
参考までに、次ページに広告の役割ごとの重要指標を例示します。
どの広告でどのような指標を気にするべきか、参考にしてください。

広告効果を測定する指標にはどのようなものがあるのか

ROAS
広告費用対効果
売上に対する広告の貢献度合い

ROI
投資対効果
投資に対してどの程度の利益が出たか

CPA 新規顧客を1名獲得するのに必要な費用

CPO
1件の受注/購入を獲得するのに必要な費
用

LTV
1名の顧客から生涯にわたってもたらされ
る利益

広告効果を測定する主な指標（一例）
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【参考】広告の役割ごとの重要指標

Imp
インプレッション
広告が表示された回数

CPM
Cost Per Mile：
インプレッション単価
広告表示1,000回あたりの費用

リーチ
広告が何人に見られたか
配信した広告に1回以上接触
した人の数

FQ
フリークエンシー
ターゲットユーザーに広告が
表示された回数

認知（インプレッション効果）の
広告指標

クリック
数

広告がクリックされた回数
※サイトへの誘導数と同義
で扱われることが多い

CTR

Click Through Rate：
クリック率
広告に表示回数に対してク
リックされた割合

CPC
Cost Per Click：
クリック単価
広告1クリックあたりの費用

誘導（トラフィック効果）の
広告指標

CV
コンバージョン
広告経由で、目標としている
成果に至った件数

CVR

Conversion Rate：
コンバージョン率
広告で流入したユーザーの内、
CVに至った件数の割合

獲得（レスポンス効果）の
広告指標

前述した広告の3つの役割ごとの主要な指標です。
他にも広告に関連する指標は多々ありますが、少なくとも下記の指標は把握しておいてください。
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実際の業務で広告効果を改善させるためには、より複雑なデータや仮説が必要と
なるでしょう。ここで重要なのは、広告効果を改善させるためのセオリーとなっ
ている手法や考え方を知っているか否かであり、そのセオリーを自社に転用して
成果をだすことです。

広告施策は個人のテクニカルスキルを駆使して、指標の一つ一つを改善していく
ことで相乗的に成果が変わるものですが、それだけではなく、現状の課題を見つ
け、仮説を立てられる力や、一般的なセオリーとの相違に気づくベーススキルも
重要なのです。

また、前述の広告指標は必ずしも広告の運用担当者だけで改善できるものではあ
りません。クリエイティブやプロモーション、SEO、Webサイト運営、さらには
カスタマーサポートや商品開発など、いくつもの機能や人が連動することが重要
です。

マーケティングはしばしば、チームスポーツに例えられることもあります。
例えばサッカーでは、一人一人に高い能力が求められるのは当然ですが、各ポジ
ションの役割や得意なことを各人が理解したうえで、ピッチのなかでコミュニケ
ーションをとりながら戦術実行を繰り返していくことが求められます。

同様にマーケティングでも、各メンバーの役割や得意なことを知り、同じ目標に
向かって、同じ言語で会話ができる環境を整えることで、各機能の連携力をさら
に向上させることができるのです。

本題に戻ると、広告の成果を向上させるためには、テクニカルスキルと
ベーススキル、それに加えて共通言語で会話できる組織が必要であるといえます。
各人のスキルやノウハウが掛け合わされることで、強力な集合知を創り出すこと
ができるのです。

広告効果を向上させるために必要な2つのスキルと共通言語

広告成果を最大化するための『2つのスキル』と『共通言語』

チームスポーツのような組織づくりを進めることで
マーケティングの効果を向上させる

テクニカルスキル

個人が得意な分野で
施策実行できるスキル

ベーススキル

共通言語

本質不変のノウハウや、
PDCAを回す基礎となるスキル

同じ目線でディスカッションができ、知恵を出し合える組織体制
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2つのスキルを学び、共通言語を創り出す「グロース X」

広告施策で更に大きな成果を出す方法として、短期的に広告予算を増やすという
選択は決して間違ってはいませんが、中長期で考えたときに広告予算を増やし続
けることは困難でしょう。

新規の顧客を1件獲得するのにいくらまで広告費を使えば良いのかを設計する。
広告はしっかりとしたロジックさえあれば、コストではなく投資になります。

また、マーケティングにおける投資対象は、広告や制作だけに限られません。

成果を大きくするために、施策だけではなく人に投資するという考え方もでき
ます。

グロース Xのコラーニングアプリは、法人向けのマーケティング
人材教育アプリです。

これまでに多数の実績を出し続けてきた経営者・トップマーケターのノウハウが
詰まったラーニングコンテンツをお届けします。

個人での学習だけにとどまらず、組織のメンバー全員で同じカリキュラムを同じ
タイミングで学習し続けることで、チーム内に共通言語が自然と生まれるように
なります。
従来型の動画学習コンテンツとは異なり、チャット型UIのアプリなので、1日15
分程度のスキマ時間でも学習を進めることができます。

当Ebookの前半でご紹介したような、広告施策に関するノウハウや、
マーケティングのトレンドなど、個人のテクニカルスキル・ベーススキルの向上
に役立つカリキュラムを多数掲載しています。

グロース X コラーニングアプリの特徴

https://grtx.jp/
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【導入事例】サンスターグループ様

以前の課題 導入の効果

❏ 自社にデジタルマーケのノウハウがなく、代理店か
らの提案に対して良し悪しの判断ができなかった

❏ デジタルを「ひとつの媒体」として捉えていたため、
リスティング、SNS、純広告…といった領域ごとの
知識や専門性を持つことができていなかった

❏ マーケティングの網羅的な知識が身についたことで、
デジタルマーケティングの「正解」を見極めることが
できるように。

❏ 社員のマーケティングスキルが向上し、領域ごとに施
策の判断をすることが可能に。

❏ 結果的に、デジタル売上が3年で2倍に成長。

事業内容：消費財事業、生産財事業
従業員数：約4,000名（2019年度時点）

【導入事例】デジタルマーケティングの「正解」の見極めが可能に3年でデジタル売上が2倍に成長

※他の導入事例はこちらのページもご覧ください。

• マーケティングの全体像を把握する網羅的な知識
• 領域ごとの専門性の高いマーケティング知識
2つの知識を現場のマーケティングノウハウとして習得したことが業績拡大につながった。

メンバーの知識が増えたことで組織間の共通言語化が進み、ブランドごとの成功事例を
横展開できるようになった。

https://grtx.jp/cases/1574
https://grtx.jp/cases
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おわりに

全ての企業にとってマーケティングは必要不可欠なものであり、中でも広告施
策には多くの費用を投入していることでしょう。

広告施策の効果を向上させるためには、様々な指標の意味を理解し、適切に
各指標のパフォーマンスを上げていくことが重要です。

しかし、その指標を向上させるノウハウやセオリーを知っているか否かで、
成果や効率は変わってきます。

広告で成果を出すためには、各メンバーのスキルアップはもちろんのこと、
メンバー間で知恵を出し合える「共通言語」のある組織であることが重要
なのです。

広告そのものへの投資を増やすだけではなく、より本質的な成果を得るために、
人への投資 という考えで広告施策を見つめなおしてみてはいかがでしょうか。

グロース Xのコラーニングアプリで、メンバーのスキルアップと組織の共通言
語化を目指してみてください。

株式会社グロース X 会社概要

会社名：
株式会社グロース X

代表取締役社長：
津下本耕太郎

設立：
2020年8月

本社所在地：
〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラス

https://grtx.jp/
https://grtx.jp/#-contact

