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ver.10（2019年版）発刊によせて

　デジタルマーケティングの 要性が向上してきた中で、マーケティングの計画と実行におけるインターネットの
要性も年々上昇しています。電通の によると、2017年のインターネット広告費（媒体費＋広告制作費）は1

5,094億円であり、全広告費の23.6 を めています。また、インターネット広告費の対 年 は115.2 と2 の伸
び率となっており、主要4媒体（テレビ、新聞、雑 、ラジオ）広告の 年 が97.3 にとどまる中で、その成長性が
際立っています（2017年日本の広告費）。また、経 産業 の によると、2017年の消費者向けネット通販の市場
規模は 年 9.1 増の16.5 円に達しています（平成29年度電子商取引に関する市場 ）。そして、物販の総売
上金額に めるネット通販売上の 率も5.8 に達しています。
　このように、製品やサービスの広告・販売促進を行うメディアとしても、それらを販売するためのチャネルとして
も、マーケティングにおけるインターネットの 在感は大きく向上し続けています。
　マーケティングの視点からメディアやチャネルとしてのインターネットを えると、いくつかの大きな利点を有
していることがわかります。企業と消費者の間で情報をやり取りできるという情報の 方向性や、情報流通のため
のコストの さなどは、インターネットの大きなメリットです。
　これら以外の大きな利点の1つとして、マーケティング施策の 果 定が容 であることが げられます。イン
ターネットの 界では、特定のウェブサイトにどのくらいの人が訪問したのか、それらの人たちはどのような
ワードを利用してそのサイトにたどり いたのか、ウェブサイト内のページがどのように され、商品やサービ
スがどのように購入されたのかといった、さまざまな数値を できます。これらの数値を利用することで、実施
したマーケティング施策と得られた成果との関 を することが可能になります。
　インターネットのこのような利点を活用するためには、得られたデータを適 な方法で解析することが必要とな
ります。上 したようなさまざまなデータを解析するウェブ解析は、マーケティングにおいてインターネットを有
に利用するためには不可 ですが、これまで初心者にもわかりやすく、体系的にまとめられたテキストはありま
せんでした。
　本書は、ウェブに関する基 的な知 を持っている方が、ウェブ解析士になることを目 してウェブ解析を学ぶ
ために作られています。今回改 された新しい版では、全体の構成を見直すとともに、それぞれのセクションにつ
いての改 が行われ、さらに充実した内容になりました。インターネット・ウェブ解析に関心を持っている多くの
方々に利用していただけると幸いです。

2018年11月
早稲田大学商学学術院教授

守口　剛（本書監修者）
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10年目の節目を迎えるウェブ解析士
 
このテキストを手に取った方は、ウェブ解析士に関心を持っていることでしょう。ウェブ解析士については しく
は第1章を んでいただくとして、テキスト本文には せない「思い」をここで 介します。

ウェブ 士の
　ウェブ解析士は、英語では「Web Analytics Consultant」と訳すように、コンサルタントであり、コンサルティン
グが仕事です。ウェブアナリストやデータサイエンティストとは なります。コンサルティングとは「課題を解決
する」ことです。ただ数 を集め、伝えるだけでは課題を解決できません。私たちは、集めた数 から課題を見つ
け出し、そして解決する役 を担っているのです。
　データ解析の専門家ではなく、データでユーザーを理解し、事業の成果に貢献できるマーケティングの専門家を
育てたいという思いで、2009年に「ウェブ解析士」の資格を始めました。当時、ウェブから得られるアクセス解析
データを うのが一般的だったのですが、データの活用や手法は専門的で しいものでした。現在では、得られる
データの数も種 も増え、さまざまな手法で解析・活用できる環境が ってきています。その分、私たちの仕事は
広がりました。ウェブサイトだけを解析する役 ではなく、事業全体に対して「数 から課題を解決できる役 」が
望まれています。

めての大
　こうした時代の流れからウェブ解析士の資格を学ぶテキストも、時代に合わせ、求められる役 に合ったテキス
トにしたいと思いました。テキストは、ウェブ解析士や外部の有 者による「カリキュラム委員会」によって作成さ
れています。これまでのテキストも高く評価いただいておりましたが、アクセス解析中心のウェブ解析から、ウェ
ブに関わる事業のデータを中心としたウェブ解析に、テキストの構成から えなければいけないと強く思いました。
でも、資格の始まりからテキスト作りに関わっている私と って、そうでない人にとって、大幅なテキストの 更
はなかなか実行しにくいものです。
　そこで、10年目を える今回のテキストは、私自身が中心になって、これまでの内容をすべて見直しました。幅
広い専門分野の方の を ぎ、 の 代を担う さまの がかりとなる内容にしました。ご協力いただいた さ
まの名 を に掲 しております。この場を りて、深く感 し上げます。
　ウェブ解析士のカリキュラムが、広いウェブマーケティングの 界を知り、ご自身の強みを見つけ、伸ばしてい
けるコンパスになれればうれしく思います。大改 した今年のテキストでは大 の方向を しました。そのうち、
私が中心になって改 することも しくなっていくでしょう。そしてこれからは、あなたがこのテキストの改善に
お力添えいただけるとうれしいです。
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これからの はあなた
　ウェブ解析士協会は、今後も大きく 容を げるインターネット 界をキャッチアップしていきます。あなたが
実務を通して学んだことを活かし、 はあなたもカリキュラム委員会の一員となり、このテキストの改善に携わっ
て、これから学ぶ人の役に立ってください。
　今後、社会はさらに多様化し、ユーザーも産業もインターネットを 気のように活用するでしょう。そして、もっ
と多様な人、もっと 業種の人が幅広いユーザーを理解し、産業を理解する時期が来ています。あなたも含めた
さまで社会を改善してください。
　私にとっては、あなたがどれだけ活 するかが 要です。ウェブ解析士協会はしっかりとした土 を作ります。
あなたは、それぞれの専門性を活かして、 分に活 してください。この本を手に取る1人ひとりが活 してほしい
という いは、決して建 ではなく、ウェブ解析士協会と私の 要なビジョンです。

を い を すること
　ウェブ解析士として、もっとも大事なことは「人を思い、課題を解決する」ことです。私たちが うデータの1つひ
とつは、1人ひとりの行動です。人（ユーザー）の行動を知り、思いや みを し、課題の解決に導き続けること
が仕事です。そして、課題解決の主役は私たちウェブ解析士ではなく、現場です。あなたが関わる現場の さまが
人を思い、課題を解決する主役になるように行動してください。私たちは、 らが活 するための数 やヒントを
出す、あくまでも 方の仕事だと えてください。私たちウェブ解析士の仕事は、現場の さまの行動を促すこと
だからです。
　データをもとに人を思い、課題を解決する組織が増えたら、もっと社会はよくなると私は じています。

一般社団法人ウェブ解析士協会　代表理事　江尻俊章
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ウェブ解析士認定試験とは
 

本テキストの い
　本テキストは8章に分かれています。初心者は順 に めば 理なくウェブ解析の基 が学べるでしょう。 
また、 には充実した 引があるので、不明な用語があれば活用してください。
　本テキストには、 発展 と書いている章や節があります。この内容は上級ウェブ解析士以上のフォローアップ
験対象の内容で、ウェブ解析士の 験には出題されません。ただし、 発展 で説明されている語 であっても、

ウェブ解析士の 験の出題に含まれることもあるので注意してください。なお、第7章は全体が 発展 となって
います。

ウェブ 士 の
　 験対策と実務の学習を されるなら、ウェブ解析士認定講座の受講をお めします。講座はすべて 験に基
づく演習が中心です。受講 に本テキストを 習して んでください。

の と （2019 1 ）
　ウェブ解析士認定 験では、1つの正解を ぶ4 問題が60問出題されます。 験時間は60分（英語版は80分）で、
パソコンによる 験です。 験時のテキストおよび自身の資 などは持ち込みが認められています。また、 験中
は計算機能のみの電卓が利用できます。ただし、スマートフォンなどについている電卓機能では受験が認められな
い場合があります。
　 験は、 験会場のほか、在 での受験も可能です。会場によっては、本人 認の書 （ など）が求められ
ることがあります。また、定期的な 験 果の監 として、 験回 内容について、後日電 やメールなどで受験
者に 認する場合があることに注意してください。

　受験方法には「会場型 験」と「在 験」があります。

◦会場型 験
会場型 験は、ウェブ解析士協会が認定した会場で受験する方法です。開催する時 に会場に集まり、ウェブ
解析士認定 験を受けます。

◦在 験
パソコンを用いて、どこからでも受験が可能です。通常のウェブ解析士認定 験と同様に「ウェブ解析士」の
「 験スケジュール」から し込んでください（ 験の会場に「オンライン」と表 されます）。

合 と について
　ウェブ解析士認定 験の合格基準は非公開です。パソコンで受けた場合は、合 は 験 了後すぐに知ることが
できます。また、 験合格後にレポートを提出して合格することが認定の 件となります。
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第 1 章
ウェブ解析と基本的な 標

あなたは、メーカーのウェブ担当者です。仕事の は幅広く、ウェブサイトの運営から広告の企画、そして営業や
製造、店舗の専用 との連携まで任されています。
上司から「では、これからウェブマーケティングを任せるので成果を出してくれ 」と されました。しかし、「どこ
から手を付けたらいいのだろう」と 方に れる人も多いはずです。
そんなとき、「ウェブ解析士」という資格を教えてもらいました。ウェブサイトなどで公開されている教材や動画セミ
ナーを見てみても、初心者向けというにはかなりの があり、内容も しそうです。数式や計算、解析方法も 々に
出てきます。 語だって みのないものがたくさんありますし、数式の理解も必要になりそうです。
「ウェブ解析士を学ぶほうが大 じゃないのかな 」と思うかもしれません。たしかに、それよりもSEOや広告で売上
を伸ばす方法やソーシャルメディアのほうが、すぐ成果に直 しそうです。ウェブ解析より、もっと成績につながる
方法を学びたいと思うのもムリはありません。

あなたにとって、ウェブ解析が学ぶ価値のある技術、内容なのかは、第1章を んでみましょう。「役に立たない 」「も
う知ってるよ 」ということなら、すぐに成果に直 するようなテクニックを学ぶべきです。
なぜウェブ解析が必要なのでしょうか 　私たちは、ウェブ業界で働くときに かせないスキルとマインドこそが、ウェ
ブ解析だと えています。

この章では、 のようなことを学びます。
 「1-1　ウェブ解析とは」では、ウェブマーケティングとウェブ解析の現在の役 を伝え、必要なスキルやマインドを
学びます。
 「1-2　ウェブ解析士の仕事」では、ウェブ解析士がする仕事内容や役 をお伝えします。また、法 やモラル、セ
キュリティなど、気を付けるべきポイントを 介します。
 「1-3　ウェブ解析士協会」では、ウェブ解析士の資格取得 件、資格 持 件、会員向けのサービスを 介します。
 「1-4　ウェブ解析の基本的な 標」では、ウェブ解析で う基本的な 標を一通り学びます。

第1章では、ウェブマーケティングやウェブ技術などの基 を解説しています。また、ウェブ解析士協会の目 す方向、
基本的な 標も第1章で学ぶようにしてください。
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1-1 ウェブ解析とは
　「ウェブ解析」とは、ウェブサイトを軸にしてデジタル などにおけるユーザーの定 的、定性的な行動データ
の解析からユーザーを理解し、事業の成果に貢献する技術です。デジタル とは、パソコンやスマートフォン（モ
バイル）などの を します。解析の対象は、ウェブサイトやソーシャルメディアなどのさまざまなデジタルメ
ディアで、ウェブブラウザーで する情報に らず、スマートフォンアプリなども含まれます。

1-1-1  　ウェブ の
　ウェブ解析の対象となるユーザーは、あらゆる やメディアを見る人、あるいは、そういったデジタル を
わずに生活する人も含みます。ウェブ解析では、これらのユーザーの行動 歴を主に解析します。「解析」とは、

さまざまな事象やデータを数値化して理解を促すことです。解析を通してデータを活用することで、ユーザーの
いや気持ちを理解し、そこから自社や支援している企業
などのクライアントの売上に貢献することが「ウェブ解
析」なのです。ウェブサイトや広告の改善がゴールでは
ありません。
　ウェブ解析は、 体的には の3つの領域を含みます。

1. アクセス オウンドメディアと ばれる、自社
のウェブサイトやアプリの分析

2. ウェブマーケティング 広告 果 定や、ソー
シャルメディア解析など、アクセス解析ではないも
のの、マーケティングに活用できるデータも含む

3. ビジネス 売上や電 の 本数など、デジタ
ルではないアナログなデータも含む

1-1-2  　なぜウェブ が か
　現在、デジタルメディアは、もっともユーザーに身近なメディアになっています。そして、これらのユーザーの
デジタルメディアでの行動は、データとして できます。このような定 的なデータと定性的な を組み合わ
せることで、今までよりも に、 コストで、ユーザーを解析することができるのです。
　ユーザーの解析の 果は、ユーザーの い勝手（ユーザビリティ）の改善に利用できます。さらに、ウェブ解析で
は、ユーザーの行動や入力情報をもとに、ユーザーの知りたいことやほしいものを でき、サービスや商品など
に役立てることができます。このウェブ解析で得られるデジタルメディア上での行動に、テレビなどのオフライン
の広告の 情報やユーザーの個人情報と関連付けることで、オフラインの広告 果の 定や、営業や接客でより
果的な連 をとることに活用できます。
　このように、ウェブ解析に求められる役 は、 大する一方なのです。

1-1-3  　ウェブマーケティングの の 大
　以 のウェブマーケティングは、パソコンでウェブサイトを するときに集客を実施して売上を上げるための
手法であり、費用対 果は高いものの、 果は 定的でした。なぜなら、 体的な商品がほしいと思ったときにし
か されなかったからです。しかし、このような 在的なニーズを持つ新規顧客の 得を中心にしたウェブマー

視聴率・
キーワード分析

エンゲージメント

ソーシャル
メディア解析来店

アンケート

マスメディア
広告効果

リード獲得

商談・見積
受注・売上

ビジネス解析

ウェブマーケティング分析

ウェブサイトの解析

広告効果測定

スマホアプリの解析

アクセス解析

図1-1-1　ウェブ の 図
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ケティングだけでは 界が来ています。つまり、ユーザーが接する情報が増え、競合も増えているため、直接的な
新規顧客 得だけでは費用対 果が くなってきたということです。
　最近はユーザーからもっとも身近なメディアがデジタルになり、その行動を容 に 定できるため、潜在的なニー
ズを持つ新規顧客の 得も可能になってきました。また、 顧客もデジタルメディアを ・ して取引 や利
用するサービスを決めるため、 顧客を 持し、よりロイヤルティを高めることを意 しなくてはいけません。

〈発展〉ウェブも解析も時代遅れでは？
　ここまで んで「だとしたら、ウェブよりデジタルを、解析よりロイヤルティを高める方法を学ぶべきだ」と え
る 者もいるかもしれません。実務面では、企業によってはウェブマーケティングよりもデジタルマーケティング、
ウェブ解析よりもUX（ユーザーエクスペリエンス）やビッグデータ解析を 視していますし、実際によいことでしょ
う。しかし、それでもウェブ解析を学ぶことには意 があります。
　まず、ウェブ解析で う定義（セッションやMAUなど）は、デジタルマーケティングでも われているスタンダー
ドなものだからです。新しい技術がいろいろ進化しても、ウェブ解析で定義した 標の大半は われています。学
んだことがまったく役に立たないということはないでしょう。
　そして、ウェブ解析で学んだことや実務経験は時代を経ても役に立ちます。20年 にモバイルゲームで成功した
事 は、今ではあまり参 にならないでしょう。しかし、10年 のウェブ解析の事 は、今なお役に立つ内容です。
数 を見て、 えて、成功につなげる方法は、個 のマーケティング手法と べると 性はないものの、時代が
わっても役に立つ方法だからです。

1-1-4  　ウェブが に える
　今では、デジタルの活用方法が、あらゆる事業の在り方に を与えています。従来は、技術力や設 や資本が
企業の競 力の 泉でした。また、大手企業との取引関 を持つ企業が強い販売力を持っていました。しかし、イ
ンターネットの 及により、利用者としての経験や意見を誰でも発 ・受 できるため、顧客満 度の高さが企業の
競 力や販売力に を与えるようになってきました。今後も のような企業の資本や設 や取引関 の
がなくなることはありませんが、あらゆる業界で従来の産業構造や商習 が根本から わる可能性が高く、実際に
わりつつあるといえるでしょう。
　今やホテルを1 も持たないAirbnbが最大の 業者になり、タクシーを1 も持たないUberが 客業界を か
しています。このような経 において 要になるのは、顧客満 度の高さです。利用するユーザーの満 度を高め
るユーザーエクスペリエンスや顧客の満 度を高めるカスタマーエクスペリエンスを意 した経営を行うことがで
きない企業は、大きく発展していくことはないでしょう。 い えれば、自社の収益や 率化だけを える経営や
自社のサービスの し売りばかりする企業は、ユーザーの共感を得られず、 される時代であるといえます。
　このような時代のウェブ解析は、事業にどのように貢献するのでしょうか。

1-1-5  　ウェブ が に する
　ウェブ解析で得られるデータは、基本的には顧客の行動 歴であり、入力 歴でしかありません。したがって、
その内容がそのまま顧客満 に直 するわけではないのです。また、ウェブ解析のデータが、ユーザーの行動の理
解と事業への貢献にもっとも役に立つというわけでもありません。深いユーザーの観察と洞察から改善策を提案す
るコンサルティングのほうが、正しいユーザーの理解と顧客満 の向上に直接的に貢献できることもあるでしょう。
　しかし、ウェブ解析の定 的なデータは、経営者やクライアントの担当者が理解しやすいというメリットもありま
す。ウェブ解析の 果は、企業やクライアントに顧客満 の 要性を伝える橋渡しの役 を果たすことができます。
　それでは、顧客満 は、なぜ大事なのでしょうか 　そして、なぜ顧客満 がブランディングに大きな を与
えるのでしょうか
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1-1-6   　UXとCXの
顧客のあらゆる体験を通してブランドを高める
　製品・サービスなどが 和している現代では、機能や性能そのものによる 化が しくなってきています。そ
のため、顧客と企業の接点を一連の流れとして え、そこで得るあらゆる体験から「うれしい・楽しい」「また いた
い」というような感情的な価値を 視し、企業として顧客の支持を集めることが求められています。顧客が良い体
験を積み ねることは、企業のブランドを強化し、さらには 化にもつながります。

UXとCXの概念
　そこで、顧客の「体験」を える上で、2つの が 要になります。
　1つ目は、「UX（User eXperience ユーザーエクスペリエンス）」です。ウェブサイトやアプリ上の体験など、顧客と
企業との接点における利用者（ユーザー）としての体験を します。また、UXと 同されがちな「UI（User Interface
ユーザーインターフェイス）」は、ユーザーがウェブサイトやアプリと情報をやり取りする接 面を します。ウェ
ブサイトの場合、PCやスマートフォンに表 される画 やテキストなどのすべての情報がUIであり、UIを通して
得られる体験をUXと ぶわけです。
　2つ目は「CX（Customer eXperience カスタマーエクスペリエンス）」です。顧客が製品・サービスなどを認知し、
購入を し、購入した場合は、それを 用し、さらに同社の新しい製品を購入するといったような企業と顧客の
一連の流れの中で得るあらゆる体験を します。CXを高めることで、顧客は企業に対してロイヤルティを感じ、同
社の商品を 購入したり、同社の なるブランドを購入したりするなどにつながります。
　イーコマースサイトの で えてみましょう。この場合、顧客と企業の接点の1つにウェブサイトがあります。
ウェブサイト上で目的の商品を見つけられるか、 得して購入できるかなどのUXの良し しは、ユーザーがその商
品を購入するかどうかに大きく します。しかし、顧客と企業の接点はウェブサイト上だけではありません。購
入から までの対応、 や商品のそのもの、カスタマーサポートなど、ウェブサイト以外にも顧客としての体
験、すなわちCXが数多く 在しています。どんなにウェブサイト上でのUXがよくても、 達 定日に されな
いといった商品の購入後の対応が ければ、顧客としては不満が高まり、ブランドのイメージも 下します。つま
り、企業と顧客との接点が複数 在する以上、それぞれの接点で体験の向上に める必要があるということです。

顧客の全体の体験を考慮する
　ウェブサイトでの体験はもちろん 要ですが、それ以外の体験も して設計する必要があります。ウェブの解
析も同様に、1 2ページのユーザーの行動を しただけで、そこから施策を えるのでは部分的なUXの改善・最
適化にしかならず、顧客と企業の一連の体験を通して得られる顧客にとっての価値（CX）は 定されてしまいます。
したがって、ウェブサイトを利用する顧客の目的、 ・環境におけるユーザーの気持ちを し、トータルな体験
を設計することが求められます。企業としても、ウェブサイトの運営といった部 ごとの体験の最適化だけではな
く、部 間が連携して顧客にとってのよい体験を提供し、ブランドを高めていく必要があるといえます。
　「作れば売れる」という えで商品やサービスを提供する時代は わりました。しかし、日本の企業では、いまだ
に作っては売っての り しのみに集中し、購入以 の顧客の体験に 資できていないところも見受けられます。
企業は、商品やサービスのみを提供しているのではなく、それらを通して得られる体験を提供しているということ
を においてください。よい体験を提供することこそ、長期的には 要なのです。
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1-1-7   　 のブランドの
　ここまで、顧客のよい体験によって企業のブランドを高めることが 要であると説明しました。このブランディ
ングは、企業にとって、どのように 要なのでしょうか 　そして、ブランディングは、ウェブ解析とどのように
つながるのでしょうか

市場の成熟化と同質化は「今そこにある危機」
　ウェブ解析士は、あらゆるデータを解析分析し、ユーザーを理解し、事業の成果につなげることが仕事です。
　しかし、これまではウェブサイトや広告のデータを 認し、コンバージョンやCPA（Cost Per Acquisition／ Cost 
Per Action）の最適化を ることが主な役 であり、製品や企業のイメージを高めるためのブランディングを目的と
したキャンペーンなど、コンバージョンに直 しない改善や提案は出しにくい がありました。
　本当に、これでよいのでしょうか。かつて、多くの企業は、テレビ、ラジオ、新聞、雑 といったマスメディア
（4マス）の広告に多額の宣伝費を じてブランディングを行っていました。そして、現在になってもそれが受け
がれ、長期的なロイヤルティを育てるブランディングと 期的な事業成果を目 すウェブでのプロモーションとは、
マーケティング上の役 も企業内の担当部 も なっていました。
　ところが 今、ブランディングに 資する企業の宣伝 算は大きく 少しています。そのような で、市場の
成熟化・同 化も 速に進んだ 果、企業の商品やサービスの 化はますます しくなってきています。ブラン
ディング活動が希 になった中で、ウェブを ったプロモーションのみに多くの企業が 心を したとすれば、商
品やサービスは 化が になっているため、多くの業種で 純に価格競 が しくなることが 察されます。

「お客さまとの中長期的なエンゲージメント」に寄与するブランディング
　それでは、ブランディングの 用とは でしょうか。 的にいえば、「お客さまとの中長期的なエンゲージメント
を にしたプレミアム価値の 持」ということになります。「プレミアム価値」とは、商品やサービスを「値 に関
なく必ず買う」「多少値 が高くても買う」というような で、ブランドが価格ではなく本来持ち合わせている価
値を基準にしてお客さまから積 的に ばれる のことです。
　なぜお客さまがこのような をするかといえば、お客さまが中長期的なエンゲージメント（「ロイヤルティ」「 」
ともいう）でブランドと心理的に強くつながっているからです。ブランドに対して常に「期待」や「 」を寄せなが
ら、強い愛 の気持ちを心の中に持ち続けることで、お客さまの1回あたりの購入価格や中長期での購買金額の総
額（LTV ライフタイムバリュー）が高い水準で保たれるわけです。
　従来のウェブ解析はコンバージョンやCPAといった購買の 率を上げることで企業の事業成果に貢献してきま
した。そして、ブランディングはプレミアム価値を 持強化することでお客さま1人ひとりの経 価値を高め、 続
的な事業成果向上につなげる手法と えることもできます。

ウェブ解析士に求められるブランディングの視点とは
　これからのウェブ解析士には、いわば「複 」的な発 が求められます。 期的な事業成果を い求めることはも
ちろんですが、一方で、担当するブランドの価値を深く理解し、どのように見せればその価値を することなく、
お客さまとのエンゲージメントを増幅できるかという課題意 を持つことが必要です。
　多くの企業では、自社のブランドの「あるべき 」をステイトメントの で明文化し、中期経営計画の中でも戦略
的な位 付けを行っています。ステイトメントにはさまざまなタイプが 在しますが、共通する要 としては、
のような内容が げられます。

◦ブランドは、どういうお客さまと向き合うのか（理 とするお客さま）
◦ブランドが、お客さまに提供する本 的な価値は か（ブランドエッセンス）
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◦ブランドは、お客さまにとってどういう 在か（ブランドパーソナリティ）
◦これらのことを可能にする企業のDNAや事実は か（根拠となるファクト）

　ブランドビジョンから 生して、ブランドのロゴだけでなく、お客さまとの間にある主要な接点（プロダクトデザ
インや店舗デザインなど）において、どのようにアピールしたらよいのかを真 に えることも 要でしょう。これ
らの かな決まりごとをガイドライン（「CI／ VI／ BIマニュアル」）の で 化し、 に 行している企業も数
多く 在しています（コカ・コーラ、アップル、BMWなど）。

変化の激しい時代、ゲームのルールを変えたものだけが勝つ
　さらに、 今では、ブランディング活動において、ブランド間の競 ルールが大きく 化していることにも目を向
けなくてはなりません。ブランドの持つ機能的な価値やイメージ価値による 化が しくなっている現在、お客
さまのブランド体験価値（エクスペリエンス）を 化の起 にしていこうという え方が注目されています。お
客さまの「気持ち」の 化に寄り添い、お客さまのブランド体験が かになる方向に企業のマーケティングプロセス
全般（「マーケティングの4P」のすべて）を 新していく「エクスペリエンスデザイン」という手法です。そのために、
お客さまのブランド体験を可視化するツールとして、「カスタマージャーニーマップ」の活用が進んでいます。
　ブランドがお客さまに かな体験を提供できれば、お客さまの自発的な「 」やポジティブな「評価」を引き出す
ことができますが、 なことに、その の現象も 繁に発生しています。エンゲージメントの高まったお客さま
（ロイヤルカスタマー）をブランドのサポーター・プロモーターとして活用していこうという え方は、 めて 要な

を含んでいます。
　お客さまのブランド体験の中で、ウェブはブランドとお客さまの間の主要な接点として、ますます役 が大きく
なっていくことでしょう。したがって、これからウェブ解析士を目 す方は、従来型のウェブ解析のアプローチだ
けではなく、ブランディングに関するナレッジやメソッドにも 目して、中長期的な視点で自分なりの競 ルール
を作り上げていってほしいと思います。
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1-2 ウェブ解析士の仕事
　ウェブ解析士として働いている人の多くは、データの解析を中心の業務とはしていませんが、さらに得意として
いる専門のスキルを持つ方がほとんどです。ウェブ解析士とは、解析や分析だけで収益をあげていくのが仕事では
なく、データに基づく根拠で事業を改善していくことこそが職務なのです。

1-2-1  　ウェブに する
　ウェブに らず、インターネットを事業に活用するために貢献することがウェブ解析士の仕事です。ウェブをビ
ジネスに利活用する上で、経営者、ウェブ担当者、ウェブ業界は、それぞれ のような課題を常に えており、そ
れらとウェブ解析士が向き合うべき方 をまず知っておきましょう。

経営者自らウェブの活用戦略を立てるようにすること
　多くの企業・産業の経営者は、ウェブやデジタルと正しく向き合うことができていません。経営者の ITに関する知
や ITリテラシーが くても、それらが利用される は 実に広がっており、ウェブは企業にとってチャンスで

もリスクでもあります。あらゆる経営者は、ウェブの力を 視できません。また、多くの企業が、同業・ 業種の成
功事 を見て、同じ方法で成功しようとして 資を行って しています。成功事 は、その企業やタイミングだ
から起こるのであって、同じ施策が成功することはほとんどありません。
　ウェブを経営に活かすためには、企業が自らウェブの活用について戦略を立てる必要があります。そのときに
役立つのがウェブ解析です。ウェブ解析は、ユーザーがウェブを って している情報の 歴、いわば です。
ウェブ解析を用いれば、ほぼリアルタイムでユーザーが している情報を知ることができます。コストも少額か
で、ユーザーの なき を集めることができるのです。しかし、ウェブ解析を実施しただけでは、 もわかりま
せん。集めたデータを い、戦略を立てるのは経営者自身です。これからの経営では、ウェブ解析を用いて自分で
成功法則を見つける、あるいは作り出すという意 が必要です。

ウェブ担当者はウェブの事業貢献について説明責任を持つこと
　ウェブ担当者の多くは、会社内のウェブへの 理解や、業務が多 であることで、十分な活 ができていません。
しかし、ウェブに関する施策は、すべて事業の成果につなげることが目的です。しかし、経営者も社員も、直接的
に事業の成果につながっていることが明 ではないウェブに関心を持つことをムダと えるかもしれません。
　それゆえ、 されたページを更新しているだけでは、ウェブ担当者の職務を果たしているとはいえません。経
営者や社員がウェブはどんなものか理解していないと く に、ウェブ担当者自身が、自社のウェブはどの程度事
業に貢献しているかを説明し、ウェブの 要性を理解してもらいましょう。もし多 すぎるのであれば、 され
ている業務のうち、どの部分が事業に貢献しているか、またそうではないかを経営者に説明し、業務の優 順位を
決めなければなりません。
　ウェブはどの程度事業に貢献しているのでしょうか 　この説明をするには、ウェブ担当者を含め、ウェブにか
けているコストや時間とウェブによって 得した収益や 恵を知らなければ説明できません。そのときに役立つの
がウェブ解析です。ウェブサイトが 得したユーザー数とコストを し、ほかの販売手 やマーケティングとの
を可能にします。経営者を始めとするウェブに しくない人でもわかるような金額や人数などに して可視

化することもできます。ウェブ担当者自らが、ウェブを事業の成果に び付け、それを に せる 力をしてく
ださい。ビジネスを理解するには売上・利益・ 価 などの会計の 葉を理解する必要があるのと同様に、ウェブ
を理解するには、まずウェブを 定した 標、つまりウェブ解析を正しく理解するのが最初の一歩です。
　ウェブ担当者の仕事はウェブサイトだけにとどまりません。トリプルメディア（オウンドメディア 所有している
メディア、アーンドメディア を得るメディア、ペイドメディア 購入したメディア）の活用を えなければいけ
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ません。店舗などのリアルな販売とウェブを連携させたマーケティ
ングも えなければいけません。このように、リアル（実店舗）とネッ
ト（インターネット通販）の販売チャネルや流通チャネルを統合し、
どこからでも同じように商品を購入できるようにすることを「オムニ
チャネル」と びます。たとえば、ウェブとデジタルサイネージ（電子
板）を った販売促進や、店舗に加えてスマートフォンやタブレッ

ト、スマートウォッチなどのマルチデバイスでどのように情報を提供
するかを えることも必要です。すでにPOSデータと連携し、会員
の特 と購入商品に合わせたFacebook広告を自動で している
企業もあります。
　このような をすべてウェブ担当者だけが担うことは不可能で
す。ウェブが社会インフラとなり、ユーザーともっとも深い接点を作
れることが明らかな以上、ウェブに関連がなさそうな部 の社員も、
もっと積 的にウェブに関わり、ウェブを業務に活用できるように取り組む必要があります。その 緒を り拓く
のはウェブ担当者です。ウェブ担当者は、ウェブ解析を用いて数値化し、ウェブの役 や 要性を誰でもわかるよ
うに翻訳します。ウェブ担当者は、ウェブを事業の成果につなげていくためにリーダシップを発 しなくてはなり
ません。

ウェブ業界はクライアントの投資対効果に責任をもつこと
　ウェブに関わる業界は、 コスト化と多様化に直面しています。たとえば、デザインやプログラムは、 コスト
化・ 化が進んでいます。参入 が い業界であるゆえ、フリーランスの登用やオフショア開発（開発業務を海
外の事業者や海外子会社に発注すること）も増えています。また、オープンソース（ソースコードを公開したソフト
ウェア。多くは ）やフリーソフトウェア（ で利用できるアプリケーション）が 及し、ウェブ制作やシステム
開発の際に で える初心者向けのサービスも増えています。その 果として、ウェブサイト構築の 価は 速
に下 しています。制作する は、作るスキルだけでは市場で生き れなくなっているのです。ウェブサイトを作
る目的は、ウェブサイトに集客し、売上や利益を増やすためです。つまり、集客を意 したウェブマーケティング
の能力は、ますます 要性が増してきているということです。
　一方で、ウェブへの集客技術が高度化したことにより、マーケティングにもウェブサイト構築やウェブプログラ
ミングの技術的知 が必要不可 になってきています。したがって、成果を最大 に上げるためには、広告だけで
はなく、ウェブサイトのデザインやユーザビリティ（ウェブサイトの い勝手）の改善が必要になってきています。
ウェブマーケティングの提案では、多くの場合、広告の最適化に加えて、ウェブサイト内の改善も提案の に含
まれます。また、 エンジンやソーシャルメディアによる集客においてもウェブサイト構築の技術知 は必要で
す。最適な表 をするにはHTMLやJavaScriptに関する知 が求められるからです。
　このように、企業の求めるウェブの戦略的な活用のために、広 に渡るユーザーのウェブ利用を 提としなけ
ればなりません。そのためには、多くの情報の中からユーザーが共感・関心を持ち、情報を んでもらうための総合
的なコミュニケーション の と設計能力が不可 です。それに加えて、企業の事業内容を深く理解する能力
と、そこで求められる成果を実現するコミットメントが必要です。
　従来は、情報産業で一般的な見積もり根拠は人月計算でした。かかった人件費に 経費や利益を せ、それを時
間やページ 価に計算し直すという方法です。しかし、人月計算は制作 にとって利益をあげるために不可 な計
算法ですが、クライアントにとっては算出根拠がわかりにくいものです。これからは、成果に貢献した 合分の支
いを受けるというスタンスを持つなど、お客さまへの成果貢献の え方や報 の在り方について え直す視点を持
つことも 要です。それは成功報 （売上があがった分だけ報 を 求する）とは りません。あらゆる提案で、期
待できる 果とその 果をもたらすためのフィーとして自らのスキルの価格を決める意 を持つ必要があります。

図1-2-1　トリプルメディア

オウンドメディア
所有しているメディア
（自社サイトなど）

ペイドメディア
購入したメディア

（広告など）

アーンドメディア
信頼を得るメディア

（SNSなどのクチコミ）
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1-2-2  　ウェブ 士の と
　ウェブ解析の最 目的は「事業に成果をもたらすこと」にあります。ウェブサイトを改善することも、ウェブマー
ケティングで集客を増やすことも、その手 でしかありません。私たちの役 は、ウェブ解析を用いてユーザーの
本当のニーズを正しく収集し、その知 を用いて事業の成果に貢献することです。ウェブ解析は、「ウェブ解析デー
タのレポートを しく、わかりやすく作ることが目的である」といった った え方をされることも少なくありませ
ん。しかし、わかりやすいレポートを作ることは大事ですが、それは手 であって目的ではありません。 や解
析分析業務に関わると、レポートを に作ることで満 してしまいがちですが、それがゴールではないことに気
を付けましょう。
　また、「ウェブ解析はウェブサイト改修あるいはSEOやネットの広告を改善すればよい」と思われることもありま
すが、これも 解です。ウェブ解析を行った 果、サイトの改修やSEOで うキーワードの見直し、ネット広告の
出稿プランの などが必要になることもあるでしょう。これらの改善は非常に 要ですが、解析のゴールでは
ありません。ウェブサイトの改善を行うことにより「事業の成果が上がること」がゴールなのです。
　このゴールに向けて、経営にインパクトがあるような施策を提案する 力をしましょう。

ウェブ解析士に求められる３つの理解
　事業の成果につながるウェブ解析を行うには、対象となるクライアントや自社について、 の3つの理解が必要
です。

1 . ・マーケティングの
事業の成果につなげるためには、ウェブだけではなく、解析の対象
となる企業のビジネスモデルやマーケティングを理解する必要があ
ります。

2 . ウェブ・インターネットの
解析するデータはウェブやインターネットのデータが中心である以
上、ウェブやインターネットの技術や仕組みの正しい理解が必要です。

3 . ・データ の
データ解析分析においては、統計やデータ分析の知 を持ち、解析
分析 果を正しく する能力が必要です。

ウェブ解析士の問題解決方法
　まず、ウェブ解析で成果につなげる問題解決方法を理解してください。これまでは数 を正 に表現することが
大事で、 力を必要とすることはなかったかもしれません。しかし、ウェブ解析では、 力を働かせ、データ
から連 し、関連を見つけ、（たとえ間 っていても）行動につながるヒントを し出す視点が求められます。デー
タが正しい施策を自動的に してくれることはありません。データから 説を立て、その 説を実施し、その 果
からは成果につながるヒントが見つかります。 のような3つの視点でデータを見ることが必要です。

1 . 
データを見る に、 定される現 や行った施策の 果について、 説を立てて、それからデータを見ること
です。 にデータを見るだけでは気づけない法則や発見が見つかります。

2 . 
データから 増、 などの 化や、外れ値を見つけることです。 化や外れ値の理由から、意外なチャンス
や問題点が見つかります。

図1-2-2　ウェブ 士の な3つの

経営・
マーケティング

統計・
データ分析

ウェブ・
インターネット
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3 . 
対策を立案し提案するつもりでデータを見ることです。その対策が成功するかどうか、現実的かどうかという
ことを します。

　「ウェブ解析 データ集計」と え、数値の上下のような事実の で わって行動につながる提案をしていない
レポートを見かけることもありますが、まったくの間 いです。なぜなら、どのような行動をすべきかがわからな
いため、事業の成果につながらないからです。よりよい方法は、 説を立て、行動をした 果を 定することです。
説どおりなら、さらに 度を高めることができるし、 説どおりにならなければ、その行動に意 がないという

ことが立 されます。行動の 果を観 することがウェブ解析の基本的な手法です。

PDCAサイクルのフレームワーク
　「PDCA」とは、本来、生産管理や品 管理をスムーズに進めるための です。

•  Plan（ ） 従来の実績や 来の などをも
とにして業務計画を作成する

•  Do（実 ）計画に って業務を行う
•  Check（ ）業務の実施が計画に っているか
どうかを 認する

•  Action（ ） 実施が計画に っていない部分
を べて をする

　「PDCAサイクル」とは、この改善の り しを し
ます。PDCAサイクルでは、これらの4 階が一 した
ら、最後のActionを のPDCAサイクルにつなげ、らせ
んを くように一 ごとに品 を向上（スパイラルアッ
プ）させます。つまり、 続的な改善を っていくこと
に、その意義があります。ウェブマーケティングでも、
このサイクルの 環を り すことで成果を上げてい
くことになります。ただし、いきなり大規模で長期間に
渡る改善を手 けることはありません。まずは 期間で小規模なサイクルを優 し、しだいに大規模かつ長期間に
渡るPDCAサイクルへと していきましょう。
　ウェブ解析においては、施策の 度より、このPDCAサイクルを 早くまわし、改善活動を り すことのほう
が 要です。小さく 速に施策を積み ね、経験値を増やすことで成功法則を発見しましょう。

ウェブ解析士に求められるスキル
　これからウェブ解析を学んでいく さんにとって、どういったスキルを伸ばしていく必要があるかを 介してお
きましょう。必要なスキルは「設計力」「 説力」「施策実行力」「情報収集力」「情報発 力」の つに分けることが
できます。この つの力を高めて、アジャイルに（ 早く）解析分析・改善を進めることが、 果を出せるウェブ解析
士です。

1 . 力
ウェブサイトのゴールやKPIなど目 すべき方向を決定します。また、それらの数値を取得・解析分析するため
に、どのようなツールで、どういったデータを取得するべきかを決める知 も必要です。さらに、Google ア
ナリティクスなどを始めとする解析ツールのデータを正しく取得するための設定を行う必要があります。こ

図1-2-3　スパイラルアップしていくPDCAサイクル

C

C
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の力を伸ばすために必要なのは、サイト運営者への適 なヒアリング、そして各解析ツールで ができるか（そ
して ができないか）を理解することです。多くのサイトの実 や設計を見て、その を知ることが成長に
つながります。

2 . 力
ウェブサイトを利用しているお客さまのことを理解し、そして 説をもとに解析分析の方 や方向性を決める
ための能力です。たとえば「ランキングが各ページの目立つ位 にある」 「利用率は 　利用するとコンバー
ジョン率によい があるのか 」といった気付きを分析 目に とし込むことが大 です。定期的に「同業他
社や自社サイトをユーザーとして利用し、気になる点を げていく」といった取り組みを行うことを します。

3 . 実 力
解析分析を行っても、施策が されなければサイトは改善されません。そのために必要なのは施策立案がで
きること、そして、その内容を上司やお客さまに説明し、実行の をしてもらうことです。さらに施策を実
行しやすい環境を える（A/Bテストツールを導入する、社内の施策実行プロセスを 理する）ことも必要です。
思いつきではなく数値に基づいた改善提案をすることが、施策実行力を伸ばす上で最初の一歩となります。

4 . 集力
社内・業界内（あるいは業界の 辺）の情報を常にキャッチアップをしておく必要があります。すべてを理解す
る必要はありませんが、自分や会社の の基準に合わせて必要な情報かを する能力は大 です。ウェ
ブ解析士のイベントや解析士同士の交流、インターネット上の 事、お客さまとの会 を通じて、常に情報の
シャワーを びておきましょう。

5 . 力
情報発 する人に情報が集まります。社内外で行った取り組みや情報を共有し自らの認知度を上げましょう。
ウェブ解析士として勉強会を開催したり、社内で情報共有会を行ったりすることが 果的です。自分あるいは
自分達が行っている取り組みを理解してもらえれば、協力者も増え、より成果を出しやすくなります。

　この つの力は実践を通じて伸ばすところが大きいものです。実践に取り組めるように、本書とウェブ解析士の
資格を武器として、ぜひチャレンジしてください。

1-2-3  　 でウェブ を実 するための
　ウェブの改善活動は個人で行うものではありません。数値をもとに改善を実現していくためには、組織での解析
の浸透や実行が必要になります。ウェブ解析士として求められる役 の1つに「企業内におけるウェブ解析の浸透」
があります。自分だけが くなるのではなく、データや解析分析に興 を持つ人を増やすことが、 さんの組織の
中の地位と評価を高めることになります。そこで さんには、ぜひ社内において の3つの取り組みを実現してい
ただければと えています。

「データ」に日常的に触れるための環境整備
　「データを日常にする」ことが社内での理解促進のためには 要です。そのためにできることは2つあります。
　1つ目は定期的なデータの共有です。組織内で解析ツールのレポートや数値を毎日自動でメール したり、月
のレポートを共有したりするのもよいでしょう。会社によって、大きなスクリーンで常に最新の数値をチェック
できるようにしているところもあります。まずは必要なときに（あるいは不必要なときにでも）データに れられる
環境を用意しておくことです。しかし、データに れたとしても、それをどうやって見ればよいかわからない、あ
るいは、興 を持ってもどうやって えるようになるかわからないようでは、せっかくの機会も「もったいない」で
わってしまいます。
　そこで、もう1つ大 なのが「勉強会の実施」です。 しいことを行う必要はありません。 付や出力している
データを説明する機会を設けたり、社内で一緒にアクセス解析ツールを学ぶための勉強会などを行うのもよいで
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しょう。また、外部の知見を取り入れるために講師を いたり、セミナーなどに参加し、その 果を社内にフィー
ドバックしたりといった取り組みもよいでしょう。
　 りからあなたが「この人はデータについての理解があり、それを広めようとしている」と認めてもらうことがで
きれば、そこから協働や が生まれるようになります。ぜひ、 さんには社内における「データの伝道師（エヴァ
ンジェリスト）」を目 してほしいと思います。

「事例」を広めるための活動
　最後にお めするのは、取り組んだ施策の成功・ にかかわらず、共有することです。数値の理解は大 です
が、ほかの人が「自らも改善に取り組んでみよう」と思えるきっかけは、事 であることが多いのです。ほかの部
やサービスでうまくいった事 を聞くことで、自分たちもチャレンジしてみたいと思えるようになります。たとえ
それが 事 だったとしても、同じ を り さな
いために、学べることは多いのです。このように施策を
知ってもらう、あるいは自ら知るために、ぜひ の2つ
の活動を組織内で心がけてみてください。
　1つ目は「事 の保 」です。行った事 を誰でも
認できるように、 でもよいのでまとめることを
します。たとえば、施策ごとに1つのExcelファイルで
「行った目的」「行った内容」「スクリーンショット」「得
られた 果」「そこからの気づき」などをまとめるとよ
いでしょう。 1-2-4に したのは、キャンペーン管理
シートのテンプレート です。
　2つ目は「施策を共有する場を設ける」ことです。た
とえば、月1回、取り組んだ施策 を各担当者に発表し
てもらうといった です。1 のPowerPoint文書にま
とめ、発表時間は5分といった なルールを作るとよ
いでしょう。可能であれば、上司から少しだけ 算をもらって優秀な施策を表 する仕組みなどを作るのもよいで
しょう。お いの施策を聞くことは、自分の施策の引き出しを増やせるのはもちろんのこと、新しいアイデアの参
になることも間 いありません。ぜひ積 的に「施策」を軸に社内で分析の浸透を広めてみましょう。

1-2-4  　ウェブ 士の と
　ウェブ解析士として知っておくべき法 をまとめました。 体的な対策は、 、ガイドライン、自主規制など
によってさまざまですが、基本的な内容と目的を理解してください。

不正アクセス禁止法
　「不正アクセス 法」は、他人のパソコンを で 作したり、 入したりすることを するための法 です。
不正アクセス行 を行った者は3年以下の 役または100万円以下の 金に せられます。他人の IDやパスワード
を利用する場合のほかに、セキュリティホールへの攻 などによってアクセス制 機能を回 してコンピューター
の機能を で利用する場合も含まれます。また、 （IDやパスワード）を本人以外に提供したり、不正に取
得した を保管したりすることも じています。
　アクセス管理者（サーバーなどを管理する管理者）に 則はありませんが、不正アクセス行 から 御するために
必要な をとることを求められています。
　ウェブ解析士として不正アクセス 法で気を付ける点は、 のとおりです。

図1-2-4　キャンペーン シート（テンプレート ）
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◦アクセス解析、ウェブサイト、広告などのASPサービスの管理画面の 作では、必ずアクセス管理者であるク
ライアントの 可を得てからアクセスすること

◦IDやパスワードは に保管し、 してはならないこと（クライアントのウェブサーバーなどで必要な 御
がなされていない場合、適 な を めること）

◦不正アクセス行 のために、コンピューターネットワークのログを監視して、不自 な 度やシステムへ
のアクセスを べ、必要ならば接続者に 認を行うこと

個人情報の保護に関する法律
　「個人情報の保護に関する法 」（以 、個人情報保護法）はプライバシーなどの 要な人 を することを
ぐため、個人情報の有用性に しつつも、プライバシーを しないように個人情報の適 な取り いを定めた
法 です。ウェブ解析士はメールアドレスや購買 歴などの個人情報を取り う場面に多く接する可能性がある
ため、個人情報保護については十分に理解しておく必要があります。
　個人情報とは、生 している個人に関する情報であって、 名、生年月日などにより特定の個人を するこ
とができるもの（ほかの情報と容 に 合でき、それにより特定の個人を できることになるものを含む）、また
は 個人 のいずれかを します。
　 に関しては、たとえば、 やパスポートのように当 情報それ自体で特定の個人を できる情報はもち
ろん、ほかの情報と容 に 合でき、それにより個人が容 に特定できるものも個人情報に含まれます。また、
報、電 、職員 、およびインターネット上に 在する場合（情報が公知のもの）であっても、特定の個人を
できる情報という定義に 当する り、個人情報保護法上「個人情報」として われる点にも注意が必要でしょう。
　 に関しては、個人 とは（a）身体の一部の特 を電子計算機のために した （DNA、 、 、
、歩行の 様、手 の静 、 ・ ）または（b）サービス利用や書 において対象者ごとに り られる

（ 、基 年金 、 、 コード、マイナンバー、各種保 など）からなります。
　改正された個人情報保護法が2017年5月に施行されたことで、個人情報の定義が明 になり、保護を強化する一方
で、ビッグデータとしての利用がしやすくなりました。 体的には、個人情報の管理は件数規模にかかわらず義務化
されたことや、公開された情報も個人情報として取り いますが、利用用 を特定して明 すればデータとしてマー
ケティングに応用できることになりました。改正法第1章第1 によると、 のようなルールが定められています。

◦利用目的を特定して、その 内で利用する
◦利用目的を通知 は公表する
◦ などが生じないよう、安全に管理する
◦従業者・委 にも安全管理を徹底する
◦第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る
◦第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は する
◦本人から開 などの 求があった場合はこれに対応する
◦ 情などに適 ・ 速に対応する

　個人情報保護法 による行 、 事、 事での責任を うリスクは 大です。また、各 は事業分野ごとに
ガイドラインを作成しています。これらのガイドラインにあわせて、事業分野の実情に応じて管理に取り組むこと
が必要です。

不正競争防止法
　「不正競 法」は、営業や競 の公正を 保するために制定されています。ウェブマーケティングにおいて
も、他社の顧客情報を不正に入手したり、ユーザーが 同するような 名でウェブサイトを立ち上げたりするな
どの行 は、法 に問われる可能性があります。
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　不正競 行 に する場合は、 事上の 求と 事 が せられる可能性があります。ウェブ解析士として
は、ウェブサイトの名 や商品名、サービス名が他人の商品・営業（商品などの表 ）として一般に広く認 されてい
るものと同一または の表 になっていないかなどに注意を う必要があります。消費者に 解を与える、つま
り 用とみなされるようであれば、コンテンツやサービスの見直しの を含めて顧問 護士などに相談すべきで
あるとクライアントに しましょう。
　営業上の を不正に入手しているケースにも注意が必要です。たとえば、競合の社員から入手した取引 情報
や顧客情報、ビジネスを運営する上でのノウハウが、これにあたります。同様に、 の事実を告知して他社の
用を する行 、産地や品 を 認させるような表 をする行 、他社のサービスと 認を促すようなドメインの
不正取得なども不正競 行 として されています。

薬機法
　「 事法」は、2014年に「 品、 機器等の品 、有 性及び安全性の 保等に関する法 （ 機法）」へと
わりました。ウェブ解析士にとって、業務に関わる大きな 更点はありません。この法 は、「 品」「 部外
品」「化 品」「 機器及び 生 等製品」の4種について安全性と体への有 性を 保するための法 です。ま
た、研究開発の促進のために必要な対策を行い、保健 生の向上も目的としています。
　これらの4種に当てはまる製品を取り うには、販売対象物や販売 などに応じた 可を得なければならず、行
の 認を得ないと広告することもできません。また、 果・ 能の表 もかかる 認を受けた製品についてしか
行えません。他方で、野 、 、 などの明らかな食品については、 機法の適用はないので、 果・ 能
の表 も可能な場合があります（ただし 大表 などは後 の 品表 法 に 当します）。
　そして、 機法の4種と明らかな食品の間に 在するのが、健康食品です。健康食品で、上 の 認を得ていな
い製品については、 果や 能をウェブサイトに掲 したり、広告を掲 したりすることはできません。たとえば、
健康食品を 用した場合の体験を表現するような場合に個人の体験である のいわゆる「打消し表 」を行う が
多いですが、これについては消費者 が打消し表 に問題がある の 報告 1を行っており、今後は慎 な対応
が必要とされています。
　これらに をした場合、 金や 役に せられることがあります。ウェブ解析士は、ウェブサイトや広告に掲
する情報が上 に しないように気を付け、必要に応じて表現や内容の 更を する必要があります。この
ような法 に する可能性があるウェブサイトは、行 から 告を受けることがあります。また、リスティング
広告掲 の際には、 により掲 を られたケースもあります。製品が行 の 認を得ている場合は、よりわ
かりやすくなるようにウェブサイトを見直す・ をする、あるいは 品や 部外品と 解されないように表現
を 更するなどの必要があります。
　 機法は日々改正されており、メディアや都道 県によっても運用が なります。 体的な内容の 更について
は、行 担当部 （ 事監視 導課など）や 護士などの法 の専門家の意見もあおぎながら対策を行ってください。

あはき法
　「あん マツサージ 師、はり師、きゅう師などに関する法 」を略して「あはき法」といいます。 師以外が（治
を目的とした）マッサージ、はり、きゅう（ ）を行うには、あん マッサージ 師 、はり師 、きゅう師
を取得することが義務付けられています。

　エステ、アロマテラピー、カイロプラクティックなどの業種の広告宣伝にもこの法 が適用され、治 を目的と
したマッサージができると広告・広報を行うことは法 となり、50万円以下の 金となります。また、マッサー
ジと 接するサービスとして、トリートメントやリラクゼーションマッサージといったサービスが 在しますが、こ
れらについて、両者の境界が必ずしも明 ではない場合があるので、広告表 などについては、事 に行 担当部
に相談するなどの対応が望まれます。

1　http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170714_0001.pdf
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知的財産権など
　「知的財産 」とは、発明や創作によって生み出されたものを、発明者の財産として一定の期間保護する 利です。
インターネット上のコンテンツも知的財産 として保護されるものが多く含まれます。

◦
画 、文章、動画、音楽などのコンテンツは一般に著作物となり、著作 者には、複製 やインターネットへ
のアップロード （公 ）など、さまざまな 利が生じます。一般に「著作 」という場合、著作財産 と
いう 利を すのですが、著作者は著作物を創作するとともに著作財産 のほかに著作者人格 という 利を
法 上自動的に得ることになります。

◦
産業財産 には特 、実用新案 、意 、商標 の4つがあります。

　著作 の意 が いウェブ制作者が、ほかの会社のウェブサイトにある文章や画 などのコンテンツを勝手に
用し、ウェブサイト運営者が思わぬトラブルに き込まれることがあります。企業が外部の制作会社にウェブサイ
ト構築を する際は、 用するコンテンツに著作 上の問題がないかを 認しなければいけません。また、外部
の会社などに制作を委 した著作物については、その著作 を り受ける をする必要があります。法 では
品を受けても、著作 がなければアップロードもできません。
　ウェブ制作会社が著作 の行 をしないことも明 すべきでしょう。プログラムについては、システム開発会社
でも開発を 率化するため 利用することも多く、著作 は留保する代わりに、 定したウェブサイトでの 用
のみを認める も多くあります。インターネットで提供されている画 などのコンテンツやソースコードが公開
されているオープンソースソフトウェアなどについては、必ず制作者が 可している を 認してください。商
用利用の制 や、 用時に制作者への連 義務などの 件がある場合もあります。

景品表示法
　商品を実際よりよく見せかけるように表 （不当表 ）したり、 大な 品 の提供（不当 品）があったりすると、
消費者の に を与え、不利益を らせるおそれがあります。このような不当表 ・ 品から消費者を保護
することを目的とする法 が「 品表 法」です。不当表 には、優良 認表 （内容について著しく優良であると
一般消費者に す表 ）、有利 認表 （価格や取引 件について著しく有利であると一般消費者に す表 ）、そ
の他、 認されるおそれのあるものとして内 総理大 が 定する表 （商品の原産国、おとり広告、有 老人ホー
ムに関する不当表 など、現在、6つを 定）があります。なお、第三者のふりをしてクチコミサイトに自社サービ
スのよい評 を 造すること（ステルスマーケティング）も不当表 にあたる可能性が高く、ウェブサイト運営者が
これに関与することは規制の対象になります。
　不当 品の規制には、一般 賞（くじなどの 性、特定行 の優 性によって 品提供するもの。この 賞は
取引金額が5,000円 満なら最高額は取引金額の20 、5,000円以上なら最高額は10万円で、総額は 賞の売上 定
金額の2 ）、共同 賞（共同して 品提供すること。この 賞の最高額は取引金額にかかわらず30万円、総額は
賞の売上 定金額の3%）、総付 品（もれなく提供される 品のこと。 品は取引金額が1,000円 満なら最高額は
200円、1,000円以上なら最高額は取引金額の10分の2）が当てはまります。
　 品表 法に すると、消費者 が を実施し、 行 が認められれば「 」で不当な表 を め、
発 策をとるよう することになります。そのほか、 のおそれのある行 には「 告」、 につながる
おそれのある行 には「注意」の がとられることとなります。

特定電子メール法
　「 メール 法」とも ばれています。原則として、あらかじめ同意していた者のみ広告宣伝メールの が
認められる「オプトイン方式」が義務付けられています。受 をした者への は されています。さら
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に、 者は「 者の 名または名 」「受 の通知を受け取る手 」「その他総務 ・内 で定める事
」情報を明らかにしなければなりません。
　 者情報を った場合には、1年以下の 役または100万円以下の 金が科され、その他の義務の 者には行
からの 正 が発せられるほか、法人では3,000万円以下の 金に せられることがあります。

特定商取引法
　消費者保護を目的とした法 であり、「訪問販売」「通 販売」「電 販売」「連 販売取引（いわゆるマルチ
商法）」「特定 続的役務提供（エステ、語学教 、 相手 介サービス、パソコン教 など」「業務提供 引販売
（いわゆる内職商法）」「訪問購入」を規制するものです。
　ウェブ解析士の業務において関わるのは、 品特 の取り いやウェブサイトに明 すべき情報の表 義務など
が げられます。 体的には消費者 の特定商取引法に関するウェブページ 2などを参 にしてください。

民法改正への対応
　2020年4月1日に施行される改正 法では、 法の内容が大きく わります。ウェブ解析士がクライアントと締
する は、通常は か準委任 なので、この2点の改正に って説明します（業務委 書という名
の 書であっても、法 的には か準委任のどちらかに分かれます）。

1 . すべき の
a.  担保責任の 文は され、仕事の目的物が の に適合しない場合の 不適合責任に き
わりました。

b. 不適合があった場合、クライアントは、報 額 求が可能になりました。
c. 不適合があった場合でもそれが な場合には、クライアントは 解 ができなくなりました。
d.  改正 は、引き渡しから1年間で 担保責任の 及はできなくなったのが、不適合を知ってから1年以内
に通知を 人に れば不適合責任を 及できるようになりました。

e.  改正 は、修 に 分の費用を要し、かつ、 が 要でない場合には、クライアントが の修 を
求することは認められていませんでしたが、修 が不可能でない り、修 求が可能になりました。

f.  改正 は、 人は であっても 責任を っていましたが、 人の が の要件
になりました。

g.  仕事が 完成の場合でも、 人が 合的に報 を 求することができる場合について明 されました。
2 . すべき の
仕事の完成を報 求の 件とする準委任 の締 が可能になりました。

　このように大きく改正されるので、特に完成物の 品を 件とする を締 する際には、改正点に十分に気を
付けて 書（特に報 や の ）を 認しましょう。また、これらの改正点については、個 の 書で
なる定めをおけばそれが優 して適用されるため、 書の の 認はいずれにしても 要です。

1-2-5  　ウェブ 士の守るべきモラル
　ウェブマーケティングについては法 や が いついていないため、法 的にはグレーゾーンだったり、問題
がない行動でもプロフェッショナルとしてモラルを持って しなければいけなかったりするケースがあります。
いくつかの 基準と事 を 介しておきましょう。

2　http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/
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消費者行動分析とプライバシー保護
　ウェブ解析は、消費者行動を分析することで企業に有益な情報を与え、一方でユーザーがより満 の高いサービ
スやプロモーションを受けることを可能にする技術です。今後、この技術は2つの方向で進化していくでしょう。
　1つはデータの個人情報に 付ける方向で、ウェブ解析の行動 歴に、会員情報や購買 歴などアクセス解析以
外のユーザーデータを 付けることで、より 度の高い分析や最適化を行う方向です。もう1つはウェブ解析の応
用 の 大で、スマートフォンやデジタルサイネージなど、さまざまなO2Oソリューションにより、市 地や店
舗内の行動 歴などに解析 が 大することが されます。
　一方で、個人は自分のプライバシーに関わる情報を、 可なく他人に利用させない 利を持っています。公に
なっている情報を き、他者が個人情報を利用するときは、その利用 や利用目的を定めることが法 でも義務
づけられています。
　ウェブ解析士としては、ウェブ解析を事業に応用するにあたり、ユーザーのプライバシーの や、たとえ法
やポリシーに していないとしても、ウェブサイト上でユーザー本人の望まない 導を行わないといったことに
も気を る必要があります。

モラルに欠ける行動
　クチコミを通してユーザーの共感を得ることで、企業 体では実現できない広 のユーザーへのプロモーショ
ンができます。そのため、企業によって 造したクチコミ情報を利用者の と ってクチコミマーケティングに用
いられるケースがあります（「ステルスマーケティング」と ばれます）。2012年に消費者 が を始め、ウェブサ
イト運営者が注意 起を受けたことがありました。
　「 能人に対価を支 った上で、商品を利用してもらい、よい評 をブログなどに掲 させる」「Q&Aサイトに消
費者を って商品について 問すると同時に、 の消費者を って回 を掲 する」「アルバイトなどを雇い、商品
を持たせて 行した内容を一般人の体験談として掲 する」といったようなステルスマーケティングは、本来のクチ
コミマーケティングとはまったく なるものです。
　ユーザーを く行 をすれば、企業の社会的 用を とすだけではありません。消費者 によれば、このように
商品・サービスを提供する事業者自身がステルスマーケティングを したのであれば、 品表 法（ 表法）に
します。この際の規制の対象は、原則として広告代理店ではなく事業主である点に注意してください。

不誠実なウェブマーケティング手法への注意
　オンライン媒体の本文スペースに広告主がお金を支 って 事 を行う「ネイティブ広告（ネイティブアド）」と
ばれる広告 式があります。ネイティブ広告はユーザーの情報収集体験を げないことが特 であり、近年活用
が増えています。しかしながら、ネイティブ広告を 用し、消費者を く広告も増えてきました。そのため、「一般
社団法人インターネット広告 進協議会」がガイドラインを発表しています。「広告であることを明 する」「広告主
体者が誰であるか明 する」などです。
　関連 ワードに対するSEOにも注意が必要です。 体的には、 エンジンで したときに「サジェスト（お
め）」として に表 される 果に対する施策です。
　サジェストは、本来、ユーザーがよく利用する 向から エンジンが表 するものですが、プログラムな
どを って エンジンでユーザーに見せかけた不正な動作を行って表 されやすくする手法がありました。こ
のような手法は 法ではありませんが、 エンジンの 果への 性を著しく ねてしまいます。ウェブ解
析士は、このような手法を取り うべきではありません。
　2016年 には、媒体企業が 性に く 関連情報を 事として大 に作成、 数の 得によりオンライン
広告収入を得ていた問題があり、連日報道されて を広げました。SEO手法の 非はあれ、 事コンテンツの上
位表 によりオンライン広告収入を得るということはビジネスモデルの1つであり、 法行 には 当しません。こ
の問題の本 は、生 にも関わる 大な情報に対して 付けを取ることなしに公開し、ユーザーの目によく れる
ようにしていたという点にあります。
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　ウェブ解析士は、たとえクライアントや媒体社に利益があろうとも、その 事を むユーザーを く行 をして
はいけません。また、2018年10月現在、 の媒体は関連媒体も含めて、ほとんどが公開 となっており、同企
業は した の回 に めています。ユーザーを くことは 果的にクライアントを める行 になるので、
ウェブ解析士としては決して加担してはいけません。

クライアントの成功をサポートする
　ウェブ解析士は、相対するクライアントに誠実に むことが求められます。ウェブ解析士協会で実施するアン
ケート 果などを まえると、ウェブ解析士のおよそ3分の1が組織内（企業や 公 ・自治体、学校など）で活動し
ており、3分の2がクライアントを支援しています。
　立場の いはあれ、ウェブ解析士は事業の成果につなげるために必要な情報をわかりやすく関 者と共有し、
の手 けをすることが求められます。ウェブ解析士は、デジタルマーケティングのプロフェッショナルとして、ク
ライアントが成功させようとしているビジネスモデルをマーケティングでサポートします。 ながら、私たちは
クライアントを必ず成功させることはできません。さまざまな理由で もあります。ウェブ解析士がプロフェッ
ショナルとしてクライアントに保 すべきことは、知りながら をなさないことです。
　したがって、クライアントのリテラシーや自らの立場を 用して、クライアントの になったり、ビジネスに
支 を来したりするようなことをしてはいけません。たとえば、プロフェッショナルから見たら明らかに 果がな
いものを 果があるように見せてサービスを提案することや、本当は作業をしていなかったり、あるいは出稿をし
ていなかったりするのに、クライアントが気づかないため、そのまま費用を 求してしまうことなどが当てはまり
ます。 体的には、 のようなものが げられます。

◦運用型広告で媒体に支 う広告費用の 求金額を改 すること
◦Google マイビジネスのような で実施できるサービスへの掲 を有 で 求すること（設定代行などの作
業費用は、これに当てはまりません）

◦本来は広告宣伝費などとして計上すべきSEOやウェブサイトをリース にして し、不当な費用を 求す
ること

◦スマートフォンアプリの開発など、開発したアプリの 及に多大な広告宣伝告知 力が必要なサービスを、そ
れらの能力のない中小企業向けに提供すること

　リテラシーの いウェブ担当者が気づかないからといって、このようなクライアントの を ねる行 をして
はいけません。

ミッションを曲解しない
　ソーシャルゲームを含めたオンラインゲームでは、ほとんどの場合、初期 階を にし、その後、ゲームを有
利に進めるためのアイテムや、レベルを上げるための課金で収益を得ています。このような一定の費用をかけない
と進めることが しいタイプのゲームでは、多額の 金 収を受けた消費者とゲーム提供会社との間でトラブルに
なることがあります。 成年者が携 電 で んでいて、 定外の 金になってしまうということが増えています。
　ソーシャルゲームの「コンプリートガチャ」と ばれる商法では、ゲーム会社が 品表 法 であると され、
注意を受けたことで社会問題化しました。コンプリートガチャという仕組みは、ランダムに入手できるアイテムの
うち、特定の複数アイテムをすべて える（コンプリートする）ことで 少アイテムを入手できるシステムのことで、
くじを引く（ガチャを回す）ために、有 課金が必要になります。一見、 純なくじ引きゲームであるため、 に
目的を達成できそうに思われますが、実際は達成の 率が非常に く作られているので、いったん 金を支 った
ユーザーは、 中でそのゲームを めることに心理的 を感じ、目的達成まで高額な費用を い続けることにな
りがちです。 率統計手法と人間心理をついたこの仕組みには、多くの が寄せられました。
　ウェブ解析士がオンラインゲームの解析を行う際、そのミッションは事業の成果につなげること、すなわち「い
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かに有 課金を増やすか」ということになります。 体的には、 課金ユーザーを有 課金ユーザーとするには、
どのタイミングでイベント発生やアイテムを提供することが適 かといった分析です。事業の成果につなげるため
の施策を えつつも、コンプリートガチャのように、ユーザー心理に付け込むような手法は慎むべきです。

目指すべき「企業とユーザーとの関係」
　ウェブ解析士は事業の成果に貢献することが役 ですが、成果につながれば をしてもよいわけではありませ
ん。また、情報 や不適 な業者 定などのトラブルに き込まれるリスクを回 することも意 しなければな
りません。
　このような注意点を 視すると、一時的には事業の成果に貢献できたとしても、長期的には企業の を ない
ます。あるいは業界全体で見た場合、インターネットへの不 感や不安を増長することになり、 果としてウェブ
解析士にとってもクライアントにとってもマイナスに働く危 性があります。
　 の3点を守り、企業とユーザーとの良 な関 を築くように めてください。

◦ユーザーの を すること
ウェブ解析士は、解析を通じてユーザーを今まで以上に幸せにしたり、クライアントへの満 度を高めたりす
る仕事をするべきです。ユーザーが望まぬことを強制したり、知られたくないことを くような解析やマーケ
ティングはすべきではありません。行き ぎたマーケティングや解析を規制する法 や技術的制 の強化に
つながることさえ されます。

◦ユーザーの 上を した の を すること
ウェブ解析士の役 は、ウェブ解析を通じて顧客のニーズや思いを知り、その内容からよりよいサービスにつ
なげていくことを通して事業の成果に貢献することです。顧客とはウェブサイトに訪問するユーザーであり、
現在取り引きしているお得意さまのことです。事業の成果につながっても、ユーザーにメリットのない施策や
サービスは行うべきではありません。

◦ウェブを じた社会の に すること
ウェブ解析士は、ウェブを通してユーザーが幸せになり、企業が発展することに貢献するように行動しましょう。

　ウェブは、ユーザーには利 性を、企業にはマーケティングをもたらしました。しかし一方で、新たなトラブル
や なども起きています。行 ・立法機関や各企業は、法 や企業独自のコンプライアンスを高めることで
策や 則規定を えていますが、マーケティング手法の進化に いつかないのが現 です。つまり、ユーザーの幸
せと企業の発展は、インターネットの 性を高められるかという、最 的には関 者1人ひとりのモラル・良心に
することになります。インターネットへの 性が われれば、ウェブ解析士はもちろん、ウェブ業界やクラ

イアントの情報発 も満 のいく 果を得られなくなってしまいます。最近、若年層は エンジンの 果を
せず、知人によるクチコミやソーシャルメディアの情報を じるようになっているのも、 エンジン上で行

き ぎたマーケティングを行った 果の1つといえるでしょう。自分の行っていることが、ウェブを通じた社会の発
展に貢献しているのか、常に意 しながら行動しましょう。

1-2-6 　〈発展〉ウェブサイトのリスク管理
　ウェブサイトを運営する上で、企業に起きるさまざまなリスクを しておきましょう。ウェブ解析士が直接的
にセキュリティの管理をすることはありませんが、マーケティング施策や顧客情報の利用において、これらの 要
性や主な施策を理解しておく必要があります。

ウェブサイトのセキュリティ
　セキュリティ対策の は幅広く、「システム」と「運用体制」に応じて個 に します。セキュリティ対策で最
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初に行うべきは、情報資産の しと、それらが した場合の 額を算出して共有することです。 に、運用
の見直しとネットワークやセキュリティ対策を分析します。ウェブシステムはインターネットを経由して誰もがア
クセスできることからセキュリティ対策が必 です。
　表1-2-1に、サイバー攻 の代表 をまとめました。ウェブサイトの 性を れば、どの程度のセキュリティの
知 を持っているかを知ることができます。

1-2-1　 なサイバー

の

ク
ラ
イ
ア
ン
ト

標的型攻 特定の人物に対して、メールなどを ってマル
ウェアを り込む、もしくはマルウェアが仕込
まれているウェブサイトに 導し、パスワード
や情報を 取する

不明 なメールは開 しない、知らないウェブ
サイトのリンクをクリックしない

ソーシャル・エン
ジニアリング

管理者や上長になりすましてパスワードを聞
き出したり、 しにパスワードを み見した
りする

ディスプレイにのぞき見 フィルタを 用
する。他人が にいる場合は、パスワードを
入力しない。パスワードのメモ書きを他人に
見せないようにする

総当たり攻 えられるパスワードのパターンをすべて
し、システムに 入する方法。「ブルートフォー
スアタック」とも ばれる

10文 以上の複雑なパスワードを設定する

書攻 よくある地名・人名・ニックネーム、生年月日な
どと を組み合わせたパスワードの を
書として用意して し、システムに 入する
方法

純なパスワードを ける。 語を組み合わ
せたパスワードとする

中間者攻 ネットワーク上の通 内容を し、実際のサ
イトになりすまして利用者のパスワードや情
報を 取する

EV-SSL/OV-SSLの 導 入。 LANでWPA/
WPA2-AESもしくは802.1認 を 用する

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ー

性攻 システムの や意 しない 点を利用し、管
理者 の取得や、情報を 取する

セキュリティパッチの適用。 性を く
コードの

SQLインジェク
ション

ウェブサイトに不正なSQL文を し、データ
ベースから情報を 取する

SQL文の特殊文 を適 にエスケープする。
プリペアドステートメントを 用する。不要
なエラーメッセージの表 を行わない

クロスサイトス
クリプティング

性のあるサーバーの動的なウェブページ
に不正なスクリプトを め込み、クッキーを
取し、本人になりすまし 入する

常時SSL接続にする。サービス 了（ログオ
フ）したらクッキー情報を にする。入力
データをチェックする

サ
ー
バ
ー

DoS攻 純にサーバーが 理しきれない大 のデー
タを りつける（ 域攻 ）、もしくは、HTTP
やTCPプロトコルの応 動作を利用して、サー
バーに をかけ 動作やシステムを 用

にする。 性を利用する場合もある。
以下のページで実際のDoS攻 の攻 やそ
の規模などを見ることができる
http://www.digitalattackmap.com/

ファイヤーウォール製品の導入、セキュリ
ティパッチの適用、Web Application Firewall
（WAF）の導入

http://www.ipa.go.jp/files/000014123.pdf

　ウェブサーバーのセキュリティ対策を れば、ほかのウェブサーバーの攻 の み に利用されることもありま
す。もはや、セキュリティ対策は社会的な義務という なのです。セキュリティ対策を講じなかった企業に対し
て、メディアとユーザーは しい評価を下す時代になっています。ウェブサービスを提供する としては、攻 に
対する知 をもとにした運用体制の構築が必要です。 しくは 略しますが、ウェブサービス管理者パスワードの
要件を 介します。
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ウェブサービスの パスワードの
◦長さ 12 以上
◦複雑さ 大文 、小文 、数 、 を必ず含む。国語 書や英語 書に っている 語を含まない。地
名、人名、製品名を含まない意 不明のもの

◦ い回し ほかのシステムとの い回しは
◦保 デジタル媒体への保 は 、管理者専用の のかかる金 に紙媒体で 実に管理する
◦定期的 更 不要、ただし、ログ監 による不正アクセス監 を実施する

　なぜ、定期的な 更が不要なのでしょうか。12 でキートップ96文 がすべて えるとすれば、
612,709,757,329,767,363,772,416通りの組み合わせが成立します。この組み合わせ数ならば総当たり攻 が
であり、 書攻 も不可能だからです。PCやデジタル媒体への保 を すれば、ネットワークからの流出も起こ
りえません。この場合、パスワードの流出が起こりうるのは、社内で のかかったロッカーからパスワードを書きと
めた文書を した、もしくは、サーバーにスパイウェアかキーロガーを設 されたかのいずれかと できます。
者は に わないように適 な を講じることができますし、後者の場合はアンチウイルスソフトで 出が
可能です。これらに加えて、ウェブサービスへのアクセス を 定 IPアドレスによる専用 としておけば、よ
り安全です。パスワードの保 を紙媒体で行うことに 問を感じる方も多いかもしれません。しかし、Windows

のパスワードを不正に解 するクラッキングツールが多数出回っており、誰でも に解 できるのが現実で
す。管理者専用のしっかりとした金 の設 をお めします。

ウェブサイトのBCP/BCM
　企業が や事 で 大な を受け、事業 続が な に ったときを 定した計画を、「BCP（事業
続計画 Business Continuity Planning）」といいます。それに対して「BCM（事業 続マネジメント Business 

Continuity Management）」は、事業 続に必要な活動を管理するマネジメント手法のことをいいます。一般的に
は、BCMによってBCPを最新の に保つという理解がされています。
　 や事 のときの情報発 は 要です。東日本大 の際、福島県のある自治体は、 と福島原発の事 の
からまったくサイトを更新することができず「現在 は起こっていません」というメッセージをトップページ

に掲 しつづけてしまいました。
　 が起きたときは、ユーザー、取引 、従業員の家 、近 の 、自治体、金 機関、株主などのステーク
ホルダーが、ウェブサイトを 認し、情報を得ようとします。 がなければ のないことを、 があればそ
の対応 をスピーディに発 をすることが、ステークホルダーに対する安心感と自社への支援につながり、事業
続に寄与します。 時のウェブサイトの情報管理ができていなければ、関 者すべてに不 感を生みます。こ
のような事 を ぐためにも、タイムリーで正 な情報発 は不可 です。
　 のようなことを事 に決めるようにしてください

1 . 
時の「誰に を」「どういう手 を用いて」伝えるかについて、事 に決めておきます。そして、その際には

ウェブサイトを活用します。トップページでは共通メッセージを発 し、下位のページは、ユーザー向け、従
業員の家 向けなどといったステークホルダーの 性 に情報を発 するとよいでしょう。また、これらの更
新作業が、特定の社員や制作会社しかできないとなると、いざというときに情報更新できなくなる れがあり
ます。CMS（コンテンツ・マネジメント・システム Content Management System）などを導入して、誰でも更新
作業ができるようにしておきます。もちろん、 の一環として更新作業の をすることも大 です。

2 . のウェブサイトはなるべく なサイト・ページとする
時はネットワークが 雑する場合があるので、なるべくデータ の少ない「 な」ページにします。そう
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することで、携 電 などの「非力な」ウェブブラウザーからの も可能になります。また、 電などで ら
れた電力しかない 者への にもなります。

3 . クラウドサービスに サーバーを する
ウェブサーバーを自社に設 すると、 電やネットワークダウン、建 の などの によって えなくな
る れがあります。この問題を解決する手 として、自社が立地する 地域とは れた場所にあるクラウド
サービスを利用する方法があります。

ウェブサイトのプライバシーポリシーとGDPR対応
　海外に支社、支店、子会社、営業所を有する企業、海外の消費者に商品やサービスを販売している企業、海外か
ら個人情報のデータ 理の受 を行っている企業などは、日本の個人情報保護法はもちろん、関 する国の個人情
報の保護に関する法 に対応が必要です。
　「EU一般データ保護規則」（以 、GDPR General Data Protection Regulation）は、 からアクセスする（一時
在者を含む）個人データやプライバシーの保護に関して規定しています。GDPRでは、個人データの「 理」と「
転」に関する規則を定めています。その規則によって、EU在 者は「自分が同意した以外のデータ 理を制 する
利」「自分に関するすべてのデータ 理の消 を要求する 利（ れられる 利）」などを有していることになります。
GDPRの 則規定は しく、最大 年度の全 界売上高の4%もしくは2,000万ユーロ（1ユーロ125円とすると25億
円）のどちらか高いほうが制 金として課されることになっています。
　日本の個人情報保護法と べた際の最大の は、GDPRとさらに今後関連する「クッキー法（eプライバシー規
制）」ではクッキーが個人情報に含まれる点です。
　そこで企業は、 のような対応が必要です。

◦クッキー利用を個人にオプトインするか、もしくはクッキーの情報を提供しない方法を明 する
◦クッキーの利用目的、第三者提供 、保 期間を明 する
◦クッキーを含むデータ保護最高責任者を明 する

　これらの対策をウェブサイトやクッキーを利用したソリューションで設定する必要があります。そのため、たと
えばGoogle アナリティクスでは、責任者とログデータの保 期間を決めることができるようになりました。利用
にあたっては必ず設定してください。
　GDPRでは、 経 地域（EAA）からの個人データの域外 転は原則として されていますが、個人情報保護
について「十分性認定」を受けた国に対しての域外 転は 容されています。



023改訂第10版

ウ
ェ
ブ
解
析

1

−

3
1-3 ウェブ解析士協会

　ウェブ解析士は、2010年にスタートしました。日本中の中小企業が誰でもウェブマーケティングができるよう、
しみやすくするために「Web解析士」ではなくカタカナの「ウェブ解析士」としました。場所や規模にかかわらず、
界中すべての企業は事業の成果につながるためのウェブマーケティングを利用できる環境を える必要があり

ます。私たちは地方中小企業を活性化することをミッションに仕事をしています。この理 に 同していただけた
プロフェッショナル人材と企業によって運営されている組織です。

1-3-1  　一 社 ウェブ 士協会の
　ウェブ解析士は、当初、「日本Webデザイナーズ協会」（JWDA）（現「日本Web協会」）のリサーチ＆ウェブ解析委
員会の委員会が 独で発行する資格として企画しましたが、2012年4月に一般社団法人ウェブ解析士協会を設立し
ました。
　ウェブ解析士協会のKGI（後 ）は、ウェブ解析士の年収です。地方中小企業に貢献できるウェブ解析士が増えれ
ば、その分年収が増えるだろうという意 からです。書 出版やセミナーなどを通して、優秀なウェブ解析士の優
れたスキルを 介し、ウェブ解析士に就業や仕事の機会を提供しています。

1-3-1　ウェブ 士協会の  2018年9月1日現在

団体名 一般社団法人ウェブ解析士協会

英語表 Web Analytics Consultants Association（略 WACA）
代表者 代表理事　江尻俊章

所在地

日本オフィス
160-0023
東京都新  西新 8-14-19　西新 STビル3階
シンガポールオフィス

Work Central Singapore Shopping Centre, 190 Clemenceau Avenue, #06-01,
Singapore 239924

連 03-6908-6404

URL https://www.waca.associates/jp

事業内容

◦ウェブ解析による企業の事業支援
◦ウェブ解析士の地位向上・活性化
◦ウェブ解析士の資格認定
◦一般・専門家による新カリキュラムの開発

2018 9 1日

1-3-2  　ウェブ 士 の
　ウェブ解析士認定資格には、「ウェブ解析士」「上級ウェブ解析士」「ウェブ解析士マスター」があります。実務資
格なので、実務において企業に貢献できる人材として、プロフェッショナルのモラルと自覚が求められます。スキ
ルレベルが高い人を認定する 定 験ではない点に注意してください。



024 ェ

ウ
ェ
ブ
解
析
と
基

な

第
1
章

ウェブ解析士（英語名WAC：Web Analytics Consultant)
　ウェブ解析ツールのデータやレポートを んで正しい ができる人材になることを目的とした資格です。2016
年までは「初級ウェブ解析士」でしたが、「初級」とはいえないレベルの内容となったため「初級ウェブ解析士」の有資
格者で正会員を全員「ウェブ解析士」としました。あらゆる最新の技術、データをもとにユーザーを理解し、事業の
成果に貢献することが求められます。 験とレポートで認定となります。

上級ウェブ解析士(英語名SWAC：Senior Web Analytics Consultant)
　実務の解析分析に基づき、事業のコンサルティングが行える人材になることを目的とした資格です。事業の成果
につなげるための本 的なウェブマーケティング計画を立案し、レポートを作成し、コンサルティングを行うこと
が求められます。計画立案とレポートと企画提案で認定となります。

ウェブ解析士マスター (英語名WAM：Web Analytics Master)
　ウェブ解析士を 導、育成できるスキルを持った人材になることを目的とした資格です。ウェブ解析士認定講座
の講師・企画運営ができることに加え、高度なウェブ解析とレポート能力が求められます。ウェブ解析士講座の講
師実技 験に加え、事業の成果につながるマクロ解析レポート、ユーザーの満 度を高めるミクロ解析レポートの
2つの 験に合格をすることが求められます。ウェブ解析士マスターは教えることでも実務でもロールモデルであ
ることを目 すことになります。

1-3-3  　 ・ について
　ウェブ解析士のそれぞれの資格は講座と 験があります。すべてテキストや資 の持ち込みが可能です。また、
在 験も準 されています。ウェブ解析士は 験のみで合格できますが、上級ウェブ解析士とウェブ解析士マス
ターは、講座と 験の両方を受ける必要があります。すべての認定でレポート提出が求められますが、一部講座の
受講で 験のサポートや があります。

ウェブ解析士認定講座・試験
　ウェブ解析士の認定には、60分で60問のパソコンによる認定 験（英語版は80分60問）に合格し、認定レポート
を提出する必要があります。ウェブ解析士認定講座では、公式テキストをもとに演習問題をグループワーク 式で
えながら、ウェブ解析の知 や え方を身に付けます。 習 提授業が多いので、事 にテキストと演習問題を
一通り解いておくことをお めします。
　ウェブ解析士認定講座および 験の費用は のとおりですが、講座は講座日数や内容によって 更になります。
また、ウェブ解析士認定公式テキストを利用するので、購入しておく必要があります。

1-3-2　ウェブ 士 ・ の

　 費用

ウェブ解析士認定講座 10,000円（ ）
内容により時間や金額が なる

ウェブ解析士認定 験 16,000円（ ）

ウェブ解析士認定 験（ 験） 11,000円（ ）

　ウェブ解析士に認定されると、協会から公式の認定 が発行されるので、名 への登 を行います。
　なお、資格 持には毎年資格 持 件を満たす必要があります。資格 持 件を満たしていない場合は、ウェブ
解析士資格を します。 度、ウェブ解析士の認定者になるには、認定 験の合格が必要です。
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上級ウェブ解析士認定講座・試験
　上級ウェブ解析士の認定には、認定講座を受講して課題に合格する必要があります。上級ウェブ解析士認定講座
の受講は、会員であり、「ウェブ解析士」の認定者であることが 件です。
　上級ウェブ解析士は、講座だけ、または 験だけを受けることはできません（ 一度不合格になった場合の
験を く）。 験課題として1日目講座 に提出する「事 課題」、1日目と2日目の間に提出する「中間課題」、2日目
講座後に提出する「修了レポート」の3つの課題があり、これらの3つの課題の合計点数で上級ウェブ解析士の合 が
決まります。なお、課題のうち、1つでも 提出があった場合には不合格となります。

1-3-3　上 ウェブ 士 の

　 費用
上級ウェブ解析士認定講座（ 験含む） 80,000円（ ） 

2日間の講座費用、受験費用および認定費用を含む
上級ウェブ解析士認定講座（ 験） 各10,000円（ ）

　・ 事 ・中間課題の 験
　・ 修了レポートの 験
の一部の 験を求められることがある

　上級ウェブ解析士の資格 持には毎年資格 持 件を満たす必要があります。資格 持 件を満たしていない
場合はウェブ解析士認定者に 格となります。

ウェブ解析士マスター講座・試験 
　ウェブ解析士マスターに認定されるためには、3つの課題 験「マクロ解析レポート」「ミクロ解析レポート」「講
義実技 験」のすべてに合格する必要があります。2019年から、合格後にウェブ解析士マスターとしての認定を受
けるためには、「独自講座実施報告」と「カリキュラムレポート」を提出することが必要となりました。講座の実施報
告は、ウェブ解析士認定講座以外の独自の講座を開発して、実際に講座を開催し、その時点での 資 を事務
に提出することです。提出資 は一部の は可能ですが、上級ウェブ解析士以上の会員に共有されます。なお、
提出された講座資 やレポートの著作 は、協会と共有になります。
　カリキュラムレポートは、事 提出のテーマについて委員会と協議をします。その上で有用なレポートを提出し、
委員会が内容をカリキュラムに役立つ内容と 認することが必要です。レポートはテキストやウェブにて教材とし
て共有します。
　ウェブ解析士マスター認定講座を受講するためには上級ウェブ解析士の認定者であることが 件となっていま
す。ウェブ解析士マスター認定講座は4日間の基本講座（ 験含む）と、2日間の資格取得後講座で構成されています。

1-3-4　ウェブ 士マスターの の

　 費用
ウェブ解析士マスター認定講座
（ 験含む）

300,000円（ ） 
講座費用、受験費用および認定費用を含む

ウェブ解析士マスター認定講座
（ 験）

各20,000円（ ）
　・ マクロ解析レポートの 験
　・ ミクロ解析レポートの 験
　・ 実技の 験
の一部の 験を求められることがある

 独自講座のサイド解説やカリキュラムレポートの提出は 験費用はかからない
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　なお、ウェブ解析士マスターの資格 持には、毎年資格 持 件を満たす必要があります。資格 持 件を満た
していない場合はウェブ解析士マスター資格を し、上級ウェブ解析士認定者に 格となります。 度、ウェブ
解析士マスターの認定者となるには、認定講座の受講および課題 験の合格が必要になります。

スキルアップ講座
　ウェブ解析士認定講座以外の知 や情報を提供する講座です。資格を持たない一般の方も受講できることもあ
りますが、ウェブ解析士会員には 引などの特 があります。2019年から名 および制度 更の 定です。なお、
講座受講はウェブ解析士資格 持要件から外れています。

◦アップデート
一般の人やウェブ解析士向けに、知っておくべきウェブ解析の 辺知 を学ぶ講座。原則として、誰でも学ぶ
ことができる

◦コンサルティング 会
一般企業で、ウェブ解析士のコンサルティングを体験したい人に向けた、集団コンサルティングの体験会。一
般企業の応 に対し、支部が主体となって開催する。参加者は、対象企業と協会と 保持 を交わす必要
がある。2019年現在、主催者は開催報告によって1万円の協会 を受けることができる

◦エキスパート
上級ウェブ解析士向けの講座だが、一般の人や上級ウェブ解析士以外も学べる。受講後、ウェブ解析士協会か
ら修了 を発行する

◦ツールトレーニング
　　 ツールの い方を学ぶ講座。修了 を発行する講座もある。 体的には以下の講座がある。なお、Google 
アナリティクス講座や上級Googleアナリティクス講座は、講座を 了した上級ウェブ解析士が講師を務
めたりレポートの 点をすることができる

　・ Google アナリティクス講座
　　 ツールの初歩的な い方から思い通りのレポートを作る方法を学ぶ。修了 を提 すると、ウェブ解析士
講座の修了レポートの作成が される

　・ 上級Google アナリティクス講座
　　 ウェブ解析を自動化したりBIツールによるレポート作成を学んだりする。講座では、上級ウェブ解析士の
修了レポート作成で えるレポートサンプルを得ることができる。自分で最後まで完成させたレポートと
修了 で上級ウェブ解析士の修了レポートの支援になる。なお、講座受講ではレポート ではなく、必
ず自分でレポートを完成させなければ合格とはならない

公式講座以外の講座、一般向け講座、スキルアップ講座を開設する
　上級ウェブ解析士以上のウェブ解析士は、ウェブ解析士協会カリキュラム委員会の 認のもと、新たな講座を開
設できます。その際、必要経費や集客、教材や講師などの支援を受けることがきます。 しくは、事務 にお問い
合わせください。
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1-3-4　 でウェブ 士を する
　ウェブ解析士は、「Web Analytics Consultant」として、英語版の講座認定 験があります。内容はウェブ解析士
と基本的には同じですが、英語版の認定を受けるためには英語版の認定 験に合格してレポートを提出する必要が
あります。
　制度や金額は地域および各地域事務 によって 引や特 があるので、 は必ず事務 に 認してください。
価格はすべて です。

資格取得方法
　英語版ウェブ解析士は、 会員になってからの取得を していますが、日本と同様に 験を受けてウェブ解
析士を 得することも可能です。なお、掲 の価格は参 価格であり、地域によって価格、通 は なります。

◦講座を学んで 会員になってからウェブ解析士を目 す
ウェブ解析士の公式講座を受講した方は 会員になることができます。入会金USD100 、年会費USD100で
す。 会員は2回までウェブ解析士の 験を会費内で受験し、レポートを提出することで認定されます。ま
た、ウェブ解析士会員と同様のコンテンツを学ぶことや、セミナーへの 引制度があります

◦ 験を受けてウェブ解析士を 得する
ウェブ解析士の公式講座を受けず、また 会員にならずに 験を受けることも可能です。 験費用は認定
を含めてUSD160です。合格後にレポートを提出することで認定されます。 験は1度のみで、不合格の場合
は 験を受けることができます。 験費用はUSD110です

英語版の資格名称・講座・試験内容
（ ）

◦WAC Web Analytics Consultant
 ・ 会員として受験
　テキストUSD60 講座USD100  会員 入会金USD100 年会費USD100
　合計 USD360　 験は年間2回まで受けることができます
 ・ 験のみで受験
　テキストUSD60 験USD 160
　合計 USD220 験は1度のみで 験はUSD110です

◦SWAC Senior Web Analytics Consultant
2日間の講座と事 課題・中間課題・修了課題によって合 が決まります。講座・ 験合計 USD800 験は
USD200です（合格 で金額は なります）

◦WAM Web Analytics Master
6日間の講座とマクロ解析レポート・ミクロ解析レポート・実技 験によって合 が決まります。講座・ 験合
計 USD3,000 験はUSD600です （合格 で金額は なります）

ツールトレーニング
◦初級GAレポーティング講座

Googleアナリティクスを初めて う方向けの講座です。修了 提出でWACのレポートは となります。講
座は修了 込みでUSD200です。

◦上級GAレポーティング講座
GoogleデータポータルやGoogleスプレッドシートAPIを ってレポート作成を自動化する講座です。SWAC
のレポートの を作ることができます。講座は修了 込でUSD400です



028 ェ

ウ
ェ
ブ
解
析
と
基

な

第
1
章

1-3-5　英 版の の と

コース 種 費用（USD）
WAC 講座 100

テキスト 60

入会金 100

年会費 100

験 110

SWAC 講座・テキスト・ 験 800

験 200

WAM 講座 / 験 3,000

験 600

Google Analytics 講座 200

Senior Google Analytics 講座 400

他言語での認定者向け受験制度
　たとえば日本語でウェブ解析士を取得している場合など、他 語でウェブ解析士の認定を持つ方は、協会事務
に することで他 語での 会員の資格を 加費用なしで得ることができます。ただし、テキストの提供特
はありません。
　 会員として、2回まで 験を受けることができ、合格すると他 語での認定 を得ることができます。その
後、他 語のSWAC（上級ウェブ解析士）、WAM（ウェブ解析士マスター）を受験することもできます。

他言語のウェブ解析士の資格維持
　他 語のウェブ解析士を取得した場合、資格 持はそれぞれ年会費を支 う必要があります。いずれかの 語
でウェブ解析士を取得して、他 語で 会員である場合は年会費は一カ所の年会費のみで資格 持ができます。
資格を 持するには年会費に加え、それぞれフォローアップテストに合格する必要があります。年会費は正会員は
USD60、 会員はUSD100となります（ ）。

◦日本語・英語でウェブ解析士の資格を取得
日本語・英語どちらか に取得した方の年会費を えば資格 持ができます。 に合格した 語でのフォロー
アップテストで合格する必要があります

◦日本語でウェブ解析士を取得、英語は 会員（資格 取得）
6,000円のみ支 い、フォローアップテストは日本語のみで受ける必要があります

◦英語でウェブ解析士を取得、日本語は 会員（資格 取得）
USD60を い英語版のフォローアップテストを受ける必要があります

◦どちらも 会員
10,000円、USD100いずれかを支 えば、どちらも2回ずつ 験を受けることができます。フォローアップテス
トを受ける必要がありません

　 会員は、年間USD100もしくは10,000円です。支 いがないと会員は となり、 度 会員になる場合
は、入会金を支 う必要があります。
　なお、法人会員に所 する法人子会員のウェブ解析士は、英語と日本語両方の有資格者については1名と数えて
年会費を法人子会員とすることができます。
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他言語でのウェブ解析士の受験支援制度
　ウェブ解析士協会では、グローバル人材育成のために英語でウェブ解析士を学び、資格取得をするためのトレー
ニングコースを準 しています。
　英語でウェブ解析士のテキストをもとに演習中心で学ぶことができます。英語教 の協力により、日常会 から
学べるので、英語に不 れな人でも受講できます。また、ウェブ解析士協会会員ではなくても受講できます。法人
会員向けの団体講座やオンライン講座もあるので事務 にお問い合せください。

1-3-5　 の ・ および
　ウェブ解析士は、 のような理由により資格の 格・ をすることがあります。 格・ した場合は、その後、
ウェブ解析士として活動することができません。その際に受講 ・認定 ・年会費の 金はありません。

1. ウェブ解析士の行動規 に する活動が 認された場合
2. 定められた資格 持 件を期間内に満たしていない場合
3. 理事会およびメンバーシップ委員会の決定
4. その他公 良 に する行動があった場合

　資格の 制度は原則としてないので、 度資格を取得するときにはウェブ解析士から認定を受け直す必要があ
ります。常に新しい知 を求められる業務のため、最新知 をウェブ解析士から学ぶことが求められるためです。

資格維持条件について
　ウェブ解析士は、 の資格 持 件を満たすことで資格 持ができます。

1. 各資格のフォローアップテストに合格すること
2. 法人会員もしくは正会員として年会費を支 うこと

　ただし、合格した初年度、上位の資格に合格した方はフォローアップテストを受験する必要はありません。なお、
ウェブ解析士マスターの資格 持の 件として、2020年からは の2点が求められる 定です。

◦独自講座実施報告
◦カリキュラムレポートの提出 

　提出内容は「ウェブ解析士マスター講座・ 験」を参 してください。2019年は、 行期間として、全有資格者は
年内に資格 持 件を満たすようにしてください。

1-3-6 　ウェブ 士協会会
　ウェブ解析士の資格 持は会員であることが求められます。ウェブ解析士は常に最新のスキルを持つことを担
保し、企業のビジネスに貢献することを進めるためです。会員種 には正会員と法人会員があります。「ウェブ解
析士」の認定者を名 るためには、正会員または法人会員としてウェブ解析士協会に登 されていることが必 と
なります。
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正会員（個人会員）
　個人として会員になると、正会員になります。初年度（初めてウェブ解析士認定を受けた年）は年会費の支 い
はありません。 年以 から資格を更新するためには、年会費の支 いが発生します。会費は6,000円（ ）です。
更新は、認定日にかかわらず毎年 となります。

◦1月 10月に入会
初年度（ 12月31日）は年会費 となります。 年度（入会 年1月1日 ）より年会費が発生します

◦11月 12月に入会
初年度および 年度（ 年12月31日）は年会費 となります。 々年度（入会 々年1月1日 ）より年会費
が発生します

法人会員
　協会が認定したウェブ解析士資格の保有者が1名以上在 している企業が、法人会員として規 に同意の上、ウェ
ブ解析士協会への登 を行い、法人会費を支 うことによって、同企業が登 したウェブ解析士は、正会員として
の更新および年会費の支 いを行わなくても、ウェブ解析士法人子会員となり、ウェブ解析士協会の会員として活
動が可能になります。なお、法人子会員になるウェブ解析士は、法人が子会員として認めれば、社員や出向などの
役職の制 はありません。法人会員になると、その企業内にウェブ解析士マスター（講師）の資格を保有する社員が
いない場合でも、ウェブ解析士認定講座 験の自主開催が可能になります。
　法人会員にはA会員とB会員があります。これから法人で受講生を増やすときはA会員が、すでに資格を有する
会員を 持するならB会員が適 でしょう。更新時期に会員の 更は可能です。

1-3-6　 会 の

法人A会員 法人B会員

ウェブ解析士テキスト 人数 上 のウェブ解析士のテキスト
上級ウェブ解析士14,000円 11,200円（ ）

ウェブ解析士および上級ウェブ解析士のテキ
ストを2 引で購入できる
ウェブ解析士 4,000円 3,200円（ ）
上級ウェブ解析士のテキストを2 引で購入
14,000円 11,200円（ ）

講座自主開催 引 講座費用のコスト と企業研修による販 大・顧客教育当年に受験した企業所 社員の
成績共有

年会費 個人あたりの最大年会費が半額になる（人数による）。資格 持責任は企業担当者が担う

講座企画 協会が法人要望に合わせた集客講座・求人イベント開催を支援

有資格の社員管理 専用インターフェイスで一元管理

協会からのお知らせ 会社担当者で するか するか 可能

法人会員資格 持 件 100 資格 持 80 以上資格 持
資格 持率の計算式
（初年度（フォローアップ ）ウェブ解析士＋フォローアップ 験に合格したウェブ解析士）  当年度法人会員更新時の
ウェブ解析士

　ただし、法人会員企業に するウェブ解析士が同企業を退職するなどして所 から外れた場合、その個人がウェ
ブ解析士として活動を続けるためには、年の 中で正会員として会員種 更の手続きおよびその年の年会費の支
いが必要になります。
　法人会員は、協会ウェブサイトに社名とロゴを掲 し、法人会員であることを提 できます。また、事務 によ
るインタビューにもとづき 用やサービスの展開支援などを連携した活動が行えます。
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1-3-7　 会 のランクと

ランク 人数 ( ） 法人A会員 法人B会員 ランク 人数 ( ） 法人A会員 法人B会員
入会金 ¥100,000 ¥100,000 5 401 800名 ¥3,600,000 ¥1,600,000

1 1 50名 ¥150,000 ¥150,000 6 801 1,600名 ¥7,200,000 ¥3,200,000

2 51 100名 ¥450,000 ¥300,000 7 1,601 3,200名 ¥14,400,000 ¥4,800,000

3 101 200名 ¥900,000 ¥500,000 8 3,201 6,400名 ¥28,800,000 ¥9,600,000

4 201 400名 ¥1,800,000 ¥1,000,000 9 6,401名 12,800名 ¥57,600,000 ¥12,800,000

学校法人会員
　学校法人会員になると、授業で利用するテキスト、テスト、認定 験などの 金が半額になります。また、 験
を2回受けることができます。ウェブ解析士を取得した学生（学校法人子会員といいます）は在 中、年会費の支
い、フォローアップテストは となります。
　学校法人会員になることができる対象は学校に らず、学部・ゼミなどが対象で、卒業まで学生の管理を学校法
人会員が責任を持って行います。学校法人は、2020年参加企業まで年会費は となっています。 しくは事務
にご相談ください。

賛助会員
　ウェブ解析士の資格はありませんが、ウェブ解析士協会会員として活動する会員を します。原則としてウェ
ブ解析士認定講座を受けていることが 会員の 件です。 会員は年会費10,000円（ ）に加えて入会金
10,000円（ ）が必要です。 会員は正会員同様の 引制度があるほか、年間 回まで 験を受験でき、認定
がかかりません。合格すると、正会員もしくは法人会員となります。 しくは事務 にお問い合わせください。
　

1-3-7 　 ウェブ 士協会
　ウェブ解析士協会は、すべての活動が会員による自治で成り立っています。事務 は、この会員活動を 佐する
のが役 です。
　ウェブ解析士協会は理事会を意思決定機関とし、その下に 事部、事務部、会員部の部長による部長会議の 導
のもと、委員会と委員会下部組織の分科会と支部が活動する組織です。任期は1年で2年まで 任できます。任 は
理事もしくは上長の 名となります。
　部長・委員長・分科会長・常任委員は報 および日当を設定できます。報 ・日当は所 する組織によって なる
ので、 は事務 に 認してください。常任委員としての参加するには、その委員長・分科会長からの事務 へ
の が必要となります。

1-3-8　 ウェブ 士協会の下部

部 委員会 ミッション 分科会 /支部 役職

・全体意思決定
・理事長・部長の人

代表理事
理事（10名まで）

部長会議 ・各組織の円 な運用・情報共有
・ウェブ解析士会員満 度の向上

事務部長
事部長
会員部長
支部代表
カリキュラム委員長
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カリキュラム委員会
・幅広く受講してもらうための商品開発
・カリキュラムの品 向上
・受講機会の創出・ 大

委員長
ウェブ解析士カリ
キュラム分科会 委員

上級ウェブ解析士カ
リキュラム分科会 委員

ツールトレーニング
分科会 委員

ブランディング委員会
・協会（ウェブ解析士）の認知向上
・カリキュラム・商品の伝導
・ウェブ解析士のブランディング

委員長
ラーニング分科会 委員
事業支援分科会 委員
トリプルメディア分科
会 委員

エリア委員会 ・各支部の会員更新数の増加（新規、 ）

委員長 委員長
北海道支部 支部長 / 支部長
東北支部 支部長 / 支部長
関東支部 支部長 / 支部長
中部支部 支部長 / 支部長
近 支部 支部長 / 支部長
中国 / 国支部 支部長 / 支部長

/ 支部 支部長 / 支部長
海外支部 支部長 / 支部長

メンバーシップ委員会

・会員満 度の向上
・ウェブ解析士のコミュニティづくり
・ 会員更新、 理規程、協会コンプライア
ンスの作成および意思決定

委員長

エンタープライズ委員
会（法人会）

・法人会員満 度の向上
・新規法人会員の 得

委員長（代理）
法人代表

研究会

定義
　・非会員含めて誰でも参加できる
　・ で協会から告知・費用の支援
　・自立・独立 算を目 す独立組織
件
　・1 3年以内にミッション 行
　・定期的な進 報告

事務 長
SMM研究会 代表
MC研究会 代表

CMO47研究会 代表

支部会
　ウェブ解析士協会では、全国7カ所（北海道・東北・関東・中部・近 ・中国 / 国・ / ）の支部を設 していま
す。各支部は、ウェブ解析士協会の支援のもと、地域のウェブ解析士の活動支援と企業への貢献活動を行います。
各支部に協会から任 された支部長がおり、任期は1年で2回まで 任できます。 支部長と連携して、 支部長と
その支部長を中心に支部の活動方 を決めて活動を行っていきます。
　支部にはウェブ解析士協会から活動支援 算があるので、支部の活性化のために支部長の で利用できます。
ウェブ解析士協会の会員は、いずれかの支部に所 する必要がありますが、所 する支部は自由に決められます。

委員会・分科会・研究会
　委員会はウェブ解析士協会の活動を組織的に支援する団体です。委員長と委員長から 名された常任委員は一
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定報 を受け取って活動を行います。委員会には、その下に分科会があるものあり、分科会 位で活動することも
あります。委員会への参加は任意で、いくつでも参加できます。
　研究会は事務 の管理のもと、特定のテーマに関して関心がある人が集まって研究する組織です。収支面で自立
して活動をすることを 提にしていますが、必要であれば協会に支援を求めることも可能です。必要ならば会員以
外が研究会員として常時活動することもできます。委員会、分科会ともに、講師や参加者として会員以外を ぶこ
とも可能です。

1-3-8　ウェブ 士協会への と実
　ウェブ解析士を取得した有資格者に相談したい一般企業向けに名 を公開しています。ウェブ解析に らない幅
広い実績を「農業／工業」のように業種 に登 することで、産業の特 にあった専門家を 介しようとしています。

図1-3-1　マイページの

　ウェブ解析士は、名 にプロフィールの 介と業務実績の掲 ができます。一般企業が実務でウェブ解析士に相
談する環境を えることも 要な と えているからです。
　登 は、マイページにログインし、自身の自 介文を 入します。URLを入力するとリンクになります。実績
は、業種ごとに、事務業務から経営コンサルティングまで、幅広い業務実績を登 できます。また、ポートフォリ
オとして画 も登 できます。登 する実績は 名でも可能です。登 した内容をもとに認定カードやプロフィー
ルが作成されます。これらの名 内容は公開・非公開を できます。
　また、ウェブ解析士では、一般企業のウェブマーケティングについて相談・問い合わせに対応しています。有資
格者には、ウェブ解析士協会に のあったコンサルティングや実務を 介することもあります。
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1-4 ウェブ解析の基本的な指標
　ウェブ解析の最初の一歩として、基本的な用語をまとめて学びましょう。まずはオウンドメディアの解析で か
せないアクセス解析について学び、その他の用語を学びます。ウェブの仕組みから学んでいきましょう。

1-4-1  　サイト の み
　まずはウェブの仕組みから理解しましょう。
　「Google Chrome」「Internet Explorer」「Mozilla Firefox」など、ウェブサイトを するソフトウェアをブラウ
ザーと びます。ユーザーから「あるサイトを見たい」とブラウザーにURLを 定すると、そのサイトがあるウェブ
サーバーに「見せてください」と要求（リクエスト）を出します。リクエストに対して「ご ください」と （レスポ
ンス）があり、ブラウザーに表 されます。
　このウェブサーバーとのやりとりを自動的に したファイルを「アクセスログ」といいます。ウェブページや画
ファイル、JavaScript 1ファイル、CSS 2ファイルなどをリクエストしたアクセス 歴も含みます。なお、アクセ
スログは、パソコンのブラウザーに らず、携 電 やスマートフォンのブラウザーも同様に されます。

リクエスト

レスポンス

ブラウザー サーバー
図1-4-1　ウェブサイトが される み

　ウェブ解析ツールを利用して集計・解析されたデータは、このアクセスログをベースにしています。DMP 3や IoT
の活用では、アクセス解析ツールを えないケースもあり、アクセスログの直接解析が必要になります。

1-4-2  　アクセス のローデータ
　アクセスログファイルは、解析ツールなどで加工されていない のデータということから「ローデータ（Raw 
Data）」や「生ログ」と ばれます。このローデータには、アクセスされた順に 1-4-2のような情報が1行の中に
されます。もともとはサーバーの やシステムのエラーがあったときにユーザーやサーバーの 歴を し、原
を 認するために われていたものです。アクセスログデータには、サイト 時のさまざまな情報が含まれてい
ます。

1　https://developer.mozilla.org/ja/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
2　https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS
3　 「Data Management Platform」の略です。企業が持つファーストパーティデータ（自社で持っているデータ）とサードパーティ
データ（外部で持っているデータ）、広告 果のデータなど、多様なデータを収集 積し、マーケティング全体を最適化し
ていくことを目的としたデータ管理プラットフォームのことをいいます。



035改訂第10版

1

−

4
ウ
ェ
ブ
解
析
の
基

な

IPアドレス（どの場所から）

214.154.136.134 - - 

アクセス日時 ( いつ )

[05/Oct/2017:08:07:22+0900] 

リクエスト(どのページを )

GET /product/index.html HTTP/1.1 

ステータスコード ( 表示されたか )

200 12455 

リファラー（どの URL から）

“http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2017-26,GGLJ:ja&q=%e3%83%ad%e3%82%b0 ”

ユーザーエージェント(どのブラウザーで )

“Mozilla/4.0(compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1” "-"

図1-4-2　ローデータと られる

1-4-3  　ログフォーマットの
　ログフォーマットとはアクセスログ情報の種 ・順 などの書式のことです。ここでは2種 のログフォーマット
について説明します。

◦Common Log Format
界中でもっとも われているウェブサーバーソフトウェアである「Apache HTTP Server」で われているロ

グフォーマットです。 のような 目が されます。なお、サーバーが情報を収集できなかった 目は「-」で
まります

214.154.136.134 - 1156281 [05/Oct/2006:08:07:22+0900］“GET    /product/index.htm  HTTP/1.1”   200     12455

IPアドレス 認証 ID 転送日時 メソッド
リクエストされた

ファイル名
ステータス

コードプロトコル
転送
容量

図1-4-3　Common Log Formatの 式 

◦Combined Log Format
Common Log Formatにユーザーエージェント（OSやブラウザーの種 ）と参 元情報を 加したフォーマッ
トです。現在では、「Combined Log Format」を うことが一般的です

ユーザーエージェント

リクエストされた
ファイル名

ステータス
コードプロトコル

リファラー

転送
容量

214.154.136.134 - 1156281 [05/Oct/2006:08:07:22+0900］“GET   /product/index.htm  HTTP/1.1”   200     12455 

“http://www.google.co.jp/search? sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8 &rls=GGLJ,GGLJ:2006-26,GGLJ:ja &q

=%e3%83%ad%e3%82%b0”  “Mozilla/4.0(compatible;MSIE 6.0; Windows NT 5.1)” “-”

IPアドレス 認証 ID 転送日時 メソッド

図1-4-4　Combined Log Formatの 式
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　このほかに、W3C ログファイル 式や、Microsoft社製のウェブサーバー「Internet Information Services
（IIS）」で利用されるMicrosoft IIS ログファイル 式があります。

◦リクエスト
ブラウザーで表 したページのURLです。

◦リファラー（ ）
リクエストしたページの直 に したページのURLです。

◦IPアドレスとホスト
各コンピューターがインターネットに接続するときに与えられる 所のような 子です。ホスト名はネット
ワークドメインとも ばれ、「waca.associates」のように IPアドレスに 付けられている名 のことです。DNS
というサーバーで設定します。DNSを した際に IPアドレスと関連づけられているホスト名があれば、ログ
に されます（ホスト名がなければ、IPアドレスになります）。IPアドレスとホスト名から、このユーザーは
どの接続ポイントから訪問しているかがわかります。

◦パラメーター 4

URLに付加される「?」以 の情報を します。「クエリ文 」ともいい、サーバーに情報を伝えるためにURLに
付け加える 数です。URLの 尾に「?」を付けて「http://example.com/index.html? 数名=値」のような で
用します。複数パラメーターがある場合は「&」を 用します。参 元の「?」以下の情報は参 元の付加情報を
意 しており、たとえば「ie=UTF-8」は、この参 元ページの文 コードが「UTF-8」であることを表しています。
パラメーターは、ブラウザーは通常のページを表 する際に、システムとの連携でデータの受け渡しなどがな
い場合は「?」以 の値は 視する（エラーになって非表 になることはない）という特性を利用して、ユーザー
行動を するために利用します。

◦ステータスコード
リクエストに対して、ウェブサーバーがレスポンスを した際の「レスポンスの 」を表現する3 の数 か
らなるコードです。主なステータスコードは表1-4-1のとおりです。

1-4-1　 なステータスコード

ステータスコード 内容

200 OK リクエストは正常に受け付けられた

301 Moved Permanently リクエストされたコンテンツは 久的に のURLに 動した

302 Found もともとは「Moved Temporarily」という意 で、 定されたコンテンツが一時的にほかの
URLに 在しているので、そちらを参 するように するものであった。リクエストさ
れたURLに する可能性があるため、クライアント は引き続き同じURLでリクエスト
する必要があった（301との い）。また、リクエストメソッド（GETやPOST）も 更しては
ならないものであった。しかし、これらの規 、特に後者がクライアントアプリケーショ
ンで守られず、常にGETメソッドでリダイレクトしてしまう実 が横行してしまったため、
RFC 2616で、このステータスは「Found」に改められ、あわせて「303（See Other）」と「307
（Temporary Redirect）」が 加された

303 See Other RFC 2616にて 加されたステータスコード。「ほかを参 せよ」という意 で、リクエスト
に対するレスポンスがほかのURLに 在するときに される。また、POSTメソッドでリク
エストされた場合でも、リダイレクト のURLに対してGETメソッドを うべきものの際に
用する。たとえば、掲 板などのようなCGIに、文書を 稿する際にはPOSTメソッドを
うことが一般的であるが、 稿完了画面を表 するためだけにリダイレクトするような場
合に 用することを 定している（ 稿完了画面は もPOSTするべきデータがないため）

4　リファラーがないトラフィックを特定して、広告 果 定などにも利用しています。 しくは「3-7-2　パラメーターを ったア
クセス解析による広告 果 定」を参 してください。
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304 Not Modified リクエストされたコンテンツのキャッシュは有 である

307 Temporary Redirect RFC 2616にて 加されたステータスコード。「一時的リダイレクト」という意 で、本来、
302の い方として 定されていたものを改めて定義し直したもの。リクエストメソッド
を 更してはならず、GETメソッドやHEADメソッドなどではない場合、エンドユーザー
への 認なしにリダイレクトしてはならない

401 Unauthorized リクエストされたコンテンツには認 が必要である

403 Forbidden リクエストされたコンテンツへのアクセスは されている

404 Not Found リクエストされたコンテンツは 在しない

500 Internal Server Error サーバー内でエラーが発生した（動的コンテンツが正常に動かない場合が多い）

◦ユーザーエージェント
通 に利用するソフトウェアやハードウェアを するための文 です。 エンジンのクローラー（後
）も独自の 子を っています。携 の機種名やブラウザー名の情報によって、リクエストに対し
てユーザーの 環境に最適なレンダリングデータ（OSやブラウザーに合わせてウェブサイトを表 するた
めのデータ）をレスポンスとして す目的でも われます。なお、ユーザーエージェントはブラウザーのプラ
グインやアドオンによる も可能なので、必ずしも正しい情報であるとは らない点に注意してください。
ユーザーエージェントをもとに、 のような情報を知ることができます。
 ・ OSの種
 ・ ブラウザーの種
 ・ 携 からのアクセスの場合、携 キャリア

◦クローラー
エンジンやRSSサイトが情報を収集するために作った自動 回プログラムのことです。「ロボット」「ボッ

ト」などと ばれることもあります。人が訪れるアクセスではないため「ノンヒューマンアクセス」です。ク
ローラーがサイトを訪れた場合もページをリクエストします。クローラーからのリクエストの場合は、 のよ
うな文 情報がユーザーエージェントにログとして されます。クローラーによる情報にはどの エ
ンジンであるかが されます。

Google：Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) 
Yahoo!：Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 
MSN：msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 

図1-4-5　クローラーの

ウェブ解析ツール（後 ）によって、クローラーの は なります。ウェブビーコン型の解析ツールの場合は
されないことも多いのですが、まれに解析データに含まれることがあります。サーバーログ型やパケット

キャプチャ型の場合は、クローラーの行動もログに されます。クローラーからのアクセスを したい場
合はサーバーログ型の解析ツールを う必要があります。

◦
ウェブサーバーが するデータ （バイト）を します。この情報はステータスコードが200だった場合のみ
に され、それ以外は0バイトとなります。



038 ェ

ウ
ェ
ブ
解
析
と
基

な

第
1
章

1-4-4  　4つの ディメンション・メトリクス・フィルタ・セグメント
　もともとアクセス解析は、サーバーのシステムを するために われていました。現在では、マーケティン
グのための解析に応用されています。そのため、多くのアクセス解析ツールでは、ログデータを解析しやすいよう
に集計や り込みができるようになっています。そのために われる4つの視点が「ディメンション」「メトリクス」
「フィルタ」「セグメント」です。この視点は、アクセス解析にとどまらず、さまざまなウェブ解析ツールでも われ
ています。
　また、ウェブ解析で う 標としては、「オウンドメディア」「広告」「ソーシャルメディア」「ビジネス」がありま
す。まずは4つの視点を通して、ウェブ解析で うデータの全体 を理解しましょう。

ディメンション フィルタメトリクス セグメント

図1-4-6　ウェブ の4つの

　ほぼすべてのウェブ解析のデータは、「ディメンション」「メトリクス」「セグメント」「フィルタ」の4つの視点で
理できます。一見複雑そうに見えるさまざまなデータでも、これらのポイントを さえるとわかりやすくなりま

す。それでは、順に見ていきましょう。
　Google アナリティクスでは、メトリクスを行で、ディメンションを で表します。Adobe Analyticsでは、ディ
メンションやメトリクスを複数利用したレポートを作ることが可能です。

ディメンション
　データの 目です。「日 」「ページ 」「 エンジン 」といった、データを集計する際の 目です。

ディメンション

図1-4-7　Google アナリティクスにおけるディメンション
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　たとえば、「ページ かつデバイス で解析したい」といったケースでは、ディメンションが2つ必要になりま
す。このような場合、Google アナリティクスでは、「セカンダリディメンション」を 加することで実現できます。 
また、「会員／非会員といったアクセス解析にはない独自の 目で解析したい」といったケースでは、独自に 目を
作成することで「カスタムディメンション」として うことができます。
　このように、「 という 目ごとに という 標を見たい」という場合の「 という 目」が「ディメンショ
ン」です。
　Adobe Analyticsでは、 標の内訳を表 する 目をディメンションと び、デフォルトで取得されている 目の
ほか、「コンバージョン 数（eVar）」や「トラフィック 数（Prop）」もディメンションと ばれます。

 メトリクス
　データの 標（ を したり評価したりするための となる 目）です。ディメンションに対して「ページ
ビュー数」「直 率」「 在時間」といった数値や合計、平 や 合などの 標です。

メトリクス

図1-4-8　Google アナリティクスにおけるメトリクス

　Google アナリティクスでは、たとえば「ポイント利用回数」といったアクセス解析にはない独自の値を解析したい
場合には、独自に値を定めて「カスタムメトリクス」として えます。
　このように、「 という 目ごとに という 標を見たい」という場合の「 という 標」が「メトリクス」で
す。セットで覚えておきましょう。
　Adobe Analyticsでは、デフォルトで取得設定されている 標のほか、コンバージョンとして設定されている
「events」の設定や売上金額や売上個数といったものもメトリクスとして われます。また、計算式で新たな 標を
作成した場合もメトリクスとして われます。

ディメンションとメトリクスが混乱しやすい場合
　「ディメンション」と「メトリクス」のどちらにも たような名 があり、 らわしいものがあります。たとえば、
Google アナリティクスにおいて、［ユーザー］ ［行動］ ［リピートの回数や間 ］を見てみると、「セッション
数」がディメンション（集計 目）、「セッション」がメトリクス（ 標）として表 されています。
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図1-4-9　［ユーザー］ ［ ］ ［リピートの や ］

ディメンション メトリクス

　ここでの「セッション数」は英語表 では「Count of Sessions」なので、訪問回数ごとのデータを解析できます。こ
のデータからは、訪問した回数 でデータに があることがわかります。
　 ったときは「 ごとに」「 に」といえるか、合計や平 に価値があるかを えると、 しやすくなりま
す。たとえば、セッションは合計や平 に意 があるのでメトリクスですが、男性・ 性の合計や平 は意 がない
ためメトリクスではありません。

セグメント
　データとして されるユーザーの行動を特定の 件で り込む機能です。以 で説明する「フィルタ」とは
なり、 り込んだ ごとに できるというメリットがあります。Google アナリティクスでは、「タブレットと 
PC のトラフィック」と「モバイル トラフィック」というセグメントがあらかじめ用意されており、環境に合わせた解
析が にできるようになっています。

図1-4-10　「タブレットと PC のトラフィック」と「モバイル トラフィック」というセグメント

　特に、ユーザーの行動が多様化している現代ではセグメントが 要視されており、戦略に基づく設計の際、どの
ようなセグメント 件を「カスタム セグメント」として設定するのかで解析 果が 右されます。「フィルタ」と な
り、 り込んだ ごとに できるというメリットがあります。
　Google アナリティクスでは、セグメント 件を一度に適用させる場合を「 件（condition）」、「 日Aページを
見て、今日Bページを見た」というような行動の順 を えたセグメントを「シーケンス（sequence）」と びます。
Adobe Analyticsでは、さまざまなデータの にセグメントを利用することが可能です。その 件は、メトリク
ス、ディメンション、時間軸などを取得しているほぼすべてのデータの利用が可能です。レポート全体、特定の
標やセグメントの組み合わせなどを 制 に実施が可能です。

フィルタ
　特定の 件に合 するデータを含めたり、 外したりして集計するための機能です。Google アナリティクスで
は、ビューやアカウントに設定する「フィルタ」と、表 データを 的に り込む「アドバンス フィルタ」がありま
す。それぞれの機能は同じものではないため、注意が必要です。
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図1-4-113　［ ］ ［ ビュー］ ［フィルタ］

　たとえば、 1-4-13のような画面でビューやアカウントに設定するフィルタは「データそのものを集計対象にしな
い」という特 があるため、フィルタを 更しても元々のデータを集計することはできません。
　一方、表 データをその場で り込める「アドバンス フィルタ」という機能もあります。同じ表 なので少し複雑
ですが、まったく なる機能です。こちらは、表 しているデータを 的に り込むための機能です。

 図1-4-12　 データをその で り める「アドバンス フィルタ」

　 1-4-14は、すべてのページから「ウェブ解析士の 験・スケジュールに関するページだけを見たい」といった場
合に、ページタイトルで り込んだものです。「その場でサクっと り込んで見てみたい」といった場合に います。
「アドバンス」という 葉は「 」と認 しておくとわかりやすいかもしれません。
　Adobe Analyticsでは、レポート表 の 目としてフィルタを行うことが可能です。そのほか、集計データ全体
をさまざまな 件やセッションの設定を 更、フィルタリングし、 のレポートを作成するバーチャルレポートス
イート機能を利用することも可能です。

セグメントとフィルタが混乱しやすい場合
　「データを 的に り込めるフィルタ」と「セグメント」は、どのように うのか 問に思ったかもしれません。
「データを 的に り込めるフィルタ」は、その画面（ページ）のみで有 ですが、「セグメント」は り込みを保っ
たまま、ほかの画面（ページ）にも 動できるというメリットがあります。また、同じようにデータを り込んでも、
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う 果になる場合があります。
　 に したのは、Google アナリティクスで［集客 すべてのトラフィック］ ［チャネル］のデータを、それぞ
れの方法で「Organic Search」（ 流入）に り込んだ場合の画面です。

1 . データを に り めるフィルタの 合
ディメンションの「デフォルト チャネル グループ」を「Organic Search」を含むデータのみに り込んだもので
す。セッションの合計は43,486件となっています。

図1-4-13　フィルタで に り む

2 . セッション で り んだカスタムセグメントの 合
1-4-16のように、セッション 位で「Organic Search」を含むという 件を作ってみました。

図1-4-14　カスタムセグメントでセッション で り む

　その 果、1.のフィルタと同じデータを取得できました。セッションの合計は43,486件です。

図1-4-15　カスタムセグメントでセッション で り む

3 . ユーザー で り んだカスタムセグメントの 合
ユーザー 位で「Organic Search」を含むという 件を作ってみました。
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図1-4-16　カスタムセグメントでユーザー で り む

　「Organic Search」で り込んでいるにもかかわらず、ほかのチャネルも表 され、セッション数の合計も46,156
件となりました。しかし「Organic Search」の だけ見れば、2つの方法で得られたデータと わっていません。

図1-4-17　カスタムセグメントでユーザー で り む

　セッション 位ではウェブ解析で表 されたデータを り込んでいるのに対し、ユーザー 位ではユーザーの行
動から り込んでいるため、同じユーザーのほかのチャネルへの訪問も集計対象とされます。

　Adobe Analyticsでは、表 したレポートのデータに対し、 かい 目の 外や り込みにフィルタを利用し、表
するレポート全体の 件の り込みなどはセグメントを利用することが されています。たとえば、ページ名
など、表 データに特定の文 が含まている情報を り込む場合はフィルタ機能を利用します。特定ドメインから
の流入など、表 データに「その情報が含まれない」ものを り込む場合はセグメントを利用します。

1-4-5  　オウンドメディアに する 5

　「オウンドメディア」とは、自社が運営するウェブサイトのことを します。オウンドメディアの 標は、主にア
クセス解析ツールを って べます。

ページビュー数
　「ページをビュー（ める、見る）した数」という 葉のとおり、ページの （ページビュー）をカウントした値
を します。もっともシンプルなカウント方法で、解析ツールの種 や 環境の を 的受けにくいため、
定方法・計算方法などによるズレがもっとも少ない 標です。また、ページビュー数はページのボリュームにも
するため、ページが多いポータルサイトなどは必 的にページビュー数が多くなります。
　そういった から、ページビュー数はサイトの規模を す 標として用いられます。たとえば、大手ポータル
サイトでは月間のページビュー数が数十億 数百億にもなりますが、この数 がサイトの規模感を表す一般的な目
安となっています。また、広告を出稿する際に、媒体（広告を掲 するページやサイト）の集客力を表す 標として
も活用されています。

5　https://www.waca.associates/jp/column/31322/
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セッション数
　「セッション」とは、ウェブサイトにアクセスしたユーザーが、サイト内を し、 するまでの一連の行動を
します。「セッション数」とは、その数をカウントしたもので、「訪問数」「ビジット数」「訪問回数」ともいいます。
　セッション数は、実際の行動とウェブサイトにおける計 が一 しないことが多い点に注意してください。たと
えば、一定時間（ほとんどのツールにおいては30分間）ウェブサーバーにリクエストがないと、セッションが 了し
たと されます。この「一定時間」はツールによって 更することができ、たとえば、Adobe Analyticsではバー
チャルレポートスイート機能を利用することでセッションの定義を 更し、分析し直すことも可能です。

新規セッション率
　全セッション数のうち、初めて訪問したユーザーのセッション数の 合を します。計 期間以 に訪問した
ユーザーによるセッション（訪問）はリピーターのセッション（訪問）と されるため、新規セッション率は 定す
る期間によって わります。

セッション （ ）（ ユーザーのセッション   セッション ）  100

ユニークページビュー数  
　同一セッション内で同一ページを複数回見ても、 複してカウントしないページビュー数を します。「ページ
セッション数」「ページ 訪問数」とも ばれます。
　たとえば、同一セッションで「ページA ページB ページA」と見た場合、「ページAのページビュー数は2」です
が、「ユニークページビュー数は1」です。

1 ページビュー 1 ページビュー

ページ B の
ユニークページビュー＝1

ページ A の
ユニークページビュー＝1

1 ページビュー

1 セッション

ページ Aページ Bページ A

図1-4-18　ユニークページビュー のカウント

　セッション数はサイト全体の合計と合わせるため、通常は最初に見たページにセッション数を しますが、ユ
ニークページビュー数はページごとに訪問のたびに されるので、セッション数よりも多くなります。

ユーザー数
　「ユーザー数」とは、一定期間にウェブサイトを訪れたユーザーの数を します。「訪問者数」「ビジター数」「ユ
ニークユーザー数」とも ばれます。解析ツールによって、ユーザーの 方法が なります。
　たとえば、あるユーザーがある期間のうちに2回サイトに訪問した場合、セッション数は2ですが、ユーザー数は
1となります。つまり、 1-4-23は、ページビュー数は6、セッション数は2、ユーザー数は1となります。
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離脱

流入
2 分間 5 分間 2 分間 2 分間？ ？

16:00 16:02 19:05 19:10 19:12 19:14 ？
TOP

(index) 商品ページ TOP
(index) 離脱商品ページ カート 決済完了

ページ
ビュー数

ページ
ビュー数

ページ
ビュー数

ページ
ビュー数

ページ
ビュー数

ページ
ビュー数

6 ページ
ビュー

セッション

新規ユーザー
（訪問回数 1）

リピーター
（訪問回数 2）

ユニークユーザー

セッション 2セッション

1ユニークユーザー

1リピーター

図1-4-19　セッション とユーザー の え

　「ユーザー」という 葉からウェブサイトにアクセスした人数ととらえてしまいがちですが、人ではなく 、ブラ
ウザー 位で 定します。そのため「ユニークブラウザー」ということもあります。より人の数に近づける方法は、
第3章で説明します。

新規ユーザー率・リピーター率
　全ユーザーに める新規ユーザー（New Visitor）の 合を し、「リピーター率」とは、全ユーザーに める 訪
問によるユーザー（Returning Visitor・リピートユーザー）の 合を します。原則として、新規ユーザー率とリピー
ター率を合わせると100 になります。
　「新規ユーザー率」と「リピーター率」は、解析ツールによって が なるので注意が必要です。また、ネット
ショップ支援サービスなどでも、アクセス解析ツールとは なる方法で新規購入者とリピート購入者の情報を取得
していることがあります。同じ「新規／リピート」という 葉を っていても意 が なるので、 同に注意し、仕
様を 認するようにしましょう。

 直帰率
　「直 」とは、サイトの入口となった1つの
ページ（トップページやランディングページ）
だけを見て、ほかのページへ 動せずにサイ
トから （ブラウザーを じる、または、ほか
のサイトに 動）した行動を します。英語で
は「Bounce」といわれるように「1ページだけを
見てはね った」という です。直 数は、
そのセッション数、直 率はその 合です。
　サイト全体の直 率は、全体のセッション
数のうち、直 した数の 合で求められます。

サイト の （ ）（ セッション ） 100

　ページごとの直 率は、 当ページがランディングページだった場合のセッション数（ 開始数）のうち、その
ページで直 した数の 合で求められます。 当ページの が含まれるセッション数ではない点に注意してく
ださい。

LP流入

別のページ

離脱

1÷5=20%
直帰率

図1-4-20　 の え
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ページごとの （ ）（ページで した ） 100

離脱率
　ウェブサイト外への 動やブラウザーを じるなど、サイトを する行動やセッションが れる行動を しま
す。つまり、直 は に含まれます。一般に、 数はページごとに し、 当ページを最後に したペー
ジビュー数を します。
　 率は、 当ページにおけるページビュー数と 数の 合です。ページビュー数 位で計算することに注意
してください。

（ ）（ したページビュー ページビュー ） 100

　 率の高いページが、最 的に見せたいページ（資 求完了ページなど）ならば問題ないと えられますが、
本来 してほしくないページの 率が高い場合、サイト内の動 を見直し、改善する必要があります。
　たとえば、ページAについて、ユーザー数が10、セッション数が15、ページビュー数が20、 数が18であった
場合、ページAの 率は90 となります。 率はページビュー数 位で計算することに注意してください。
率の計算に訪問数を うと、1回の訪問で 度も した場合、 率が100 を超えてしまうこともあるためです。

直帰

離脱

直帰

離脱

3 ページ目1 ページ目 2 ページ目

3 ページ目1 ページ目 2 ページ目

 図1-4-21　 と の い

平均ページ滞在時間・平均セッション時間
　「 在時間」とは、計 対象（ページやウェブサイトなど）をユーザーがどのくらいの時間見ていたかを します。
在時間には「平 ページ 在時間」と「平 セッション時間」があります。「平 ページ 在時間」とは、 当ページ
に 在した時間の平 を すことから、英語では「Avg. Time on Page」と表現されます。「平 セッション時間」とは、
サイト内に 在したセッション時間の平 を すことから、英語では「Avg. Session Duration」と表現され、「平 サ
イト 在時間」とも ばれます。

ページ/セッション（Page/Sessions）
　1回の訪問（セッション）あたりのページビュー数を し、「ページ・パー・セッション」と みます。一般に、ウェブ
サイトに訪れたユーザーの興 関心度合いを表す 標として われ、「訪問 ページ数」「平 ページビュー数」と
も ばれます。
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ページ /セッション ページビュー セッション

　たとえば、Aさんがサイトを訪問し、4ページ した場合、ページビュー数は4です。さらに、Bさんがサイト
を訪問し、6ページ した場合、このサイトの平 ページビュー数は5になります。

ページビュー （4+6） セッション （2） 平 ページビュー （5）

この場合のページ / セッションは  (4+6)÷2=5.00 となります

4PVセッション
A

Top ページ 商品ページ 商品ページ商品一覧ページ

6PV
Top ページ Top ページ商品ページ 商品一覧ページ

セッション
B

商品ページ 商品一覧ページ

図1-4-22　ページ /セッションの

コンバージョン数
　「コンバージョン」とは「転 」を意 する 葉ですが、ウェブ解析ではウェブサイト運営の目的（たとえば、商品
の販売や見込み客の 得など）を達成する、ユーザーが行う特定のアクション（たとえば、商品の注文や資 求な
ど）を します。その数がコンバージョン数です。Conversionを略して「CV」ともいいます。
　コンバージョンはウェブサイトの目的によって なるので、ユーザーのどんなアクションが目的を達成したとい
えるのか、定義しておく必要があります。

コンバージョン率
　一般に「コンバージョン率」とは、ウェブサイト全体のセッション数のうち、コンバージョンを達成した数の 合
を します。Conversion Rateを略して「CVR」ともいいます。
　ウェブサイトに100件の訪問があり、そのうち10件がコンバージョンした場合、コンバージョン率は10 です。コ
ンバージョン率は、 の計算式で算出できます。

コンバージョン （ ）（コンバージョン セッション ） 100

　たとえば、イーコマースサイトにおいて、商品の注文数を、商品 介ページを したセッション数で ると、
介ページのコンバージョン率を算出できます。

ヒット数
　ウェブページは、1つのHTMLファイルで表 していることは です。ほとんどのページは、複数の画 やファイ
ルを組み合わせて表 させています。「ヒット数」は、このようなページに関連するファイルも全部まとめて、ウェ
ブ解析ツールにデータを している数です。ロボットやクローラーのアクセスもカウントしている場合がありま
す。また、アクセス解析の設定によっては、Google アナリティクスでリンクのクリックなどを 定している場合
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は、そのような数もカウントします。サーバログ式のアクセス解析ツールで
は、サーバーが転 しようとしたファイル数としてヒット数をカウントする
こともあります。そのため、ユーザーの行動を表す 標として適 ではな
く、マーケティングの解析にはほとんど用いられません。
　Google アナリティクスなどのソリューションでトラフィック を べる
方法の1つがヒット数です。Google アナリティクスでは、プロパティの設定
画面で 認できます。Google アナリティクスでは で えるヒット数に
は上 があります。

1-4-6   　 に する
　インターネット広告 果に関する 標です。

インプレッション数
　広告 定においてはインターネット広
告が表 された回数を表します。「imp」
「imps」「表 回数」とも ばれます。一般
に、ページビューと同じく、表 した回
数で数えます。広告が1ページに複数あ
ればインプレッションは広告の数だけカ
ウントし、1つの掲 エリアで2種 の広告を掲 している場合はページビューよりも少なくなります。

リーチ数
　広告を表 したユーザーの数を します。計 はユニークユーザー数 位となります。

クリック数
　バナーやリンクをクリックした数を します。一般的には、セッション 位でカウントします。セッションの中
でバナー広告を複数回クリックした場合も、クリック数は1回とカウントするためです。

広告費用
　広告にかかった費用を します。広告媒体や広告種 によって期間やインプレッションやクリックなど、課金方
法が なります。インターネット広告では、インプレッション課金やクリック課金が一般的です。

CPM
　「CPM」（Cost Per M／ Cost Per Mille）は広告掲 金の 位の1つで、インプレッション1,000回あたりの 金を
表します。インプレッション 価、Imp 価ともいいます。この「M」は、ローマ数 で1,000を意 する「M」、ある
いはその由来となったラテン語で1,000を意 する「mille」から来ています。

CPM（ ）（ インプレッション ） 1,000

CTR
　「CTR」（Click Through Rate クリック率）とは、ウェブページ上に「広告が表 された回数」のうち「広告がクリッ
クされた回数」の 合のことです。

看板=広告を見る
（インプレッション）

お店=ウェブサイトを訪問する
（クリック）

花=商品を購入する
（コンバージョン）

図1-4-24　 の

図1-4-23　 Google アナリティクスの
のヒット
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CTR（ ） （ がクリックされた が された ） 100 
（クリック インプレッション ） 100

CPC
　「CPC」（Click Per Cost クリック 価）とは、広告の表 によって得られるユーザーのクリック1回あたりのコスト
を す 標です。

CPC（ ） クリック

　主に広告掲 後の 果 定時の 標で、クリック 価はサイト訪問者 得 価と えることもできます。リス
ティング（ 連動型）広告や一部のディスプレイ広告のように、最初からクリック 価で買い付けができるものは
「PPC」（Pay Per Click）広告とも ばれます。

CPA
　「CPA」（Cost Per Acquisition／ Cost Per Action）とは、コンバージョンなど商品購入や会員登 などの利益につ
ながる成果を1件 得するのに費やすコストのことで、顧客 得 価ともいいます。
　CPAは、顧客 得のために らかの施策を行った際に、その施策にかかったコストを、 得できた成果件数で
ることで算出できます。たとえば、月間50万円のコストをかけてディスプレイ広告を出稿し、そのディスプレイ広
告から100件の商品購入を 得できた場合にはCPAは5,000円となります。

CPA（ ） コンバージョン

　どのくらい 率よくクリックを 得できているかは、CPCで して見 めることが可能です。しかし、多くの
インターネットビジネスでは、「クリック」「利益」ではありません。

1-4-2　 の （サンプル）

　 キーワードA キーワードB
クエリ 「ケーキ　スイーツ」 「洋 子　スイーツ」

総費用（広告費） 500,000円 300,000円
クリック数 100,000件 60,000件
購入件数 1,000件 300件
売上 250,000円 600,000円

　たとえば、2種 のキーワードで 連動型広告を利用し、 果が表1-4-2のようであったとします。CPCはキー
ワードA・Bともに5円ですが、CPA値はキーワードAが500円、キーワードBが1,000円となっています。キーワード
A・Bは、クリック 価は同じですが、 し込みに び付くクリックをより 率よく 得できていたのは、キーワー
ドAということになります。
　CPAを見ることで、各施策の費用対 果がわかります。より コストでサイトの目的を達成するための施策を決
定する上で大 参 になる 標です。
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ROAS
　「ROAS」（Return On Ad Spend）とは、広告の費用対 果を表す 標の1つで、広告費用に対して得られた売上金
額の 合を意 します。売上金額を出稿した広告費で ることで算出できます。

ROAS（ ）（ 上  ） 100

　「広告出稿によってどのくらいの売上が伸びたのか」を すことができ、ROASが100 以下の場合は、その広告
キャンペーンにかけた広告費用は売上よりも高かったことを意 します。なお、 一の商品・サービスだけを って
いる場合は、数式上は商品・サービス 価をCPA（Cost Per Acquisition）で ることでROASを算出できます。たとえ
ば、 に げたサンプルの場合、ROASはキーワードAが50%、キーワードBが200%となっています。キーワード
Aは広告コストの半分しか売上が得られていませんが、キーワードBは広告費用の 、売上を 得しているという
ことになります。
　ROASを見ることで各施策における広告の費用に対する売上の貢献度がわかります。より コストで収益に貢献
する施策を決定する上で参 になる 標です。

ROI
　「ROI」（Return On Investment）とは、 資収益率の略 で、企業が広告などに 下したコスト（ 資）に対して、
得られる 果（利益）の 合を します。広告 果 定の分野では、特に広告に費やしたコスト（費用）が実際にどの
くらいの 果（利益）につながったのかを計 する際の 果 標として われます。ROIは、 の計算式で求められ
ます。

ROI（ ）（利 ） 100（（ 上 ） ） 100

　費用が利益を上回る場合、ROIはマイナスとなります。たとえば のサンプルの場合、ROIはキーワードAが 
100%、キーワードBが100%となります。キーワードAは 資に対して がありますが、キーワードBは 資
した金額と同じ金額の利益を上げていることになります。
　ROIを見ることで、各施策における広告の 資に対する利益の貢献度がわかります。より利益に貢献する施策を
決定する上で参 になる 標です。

ROIとROASの活用方法 
　広告の費用対 果を す 標として、ROIを うこともできます。ROASが広告費用に対する売上高を すのに対
し、ROIは広告費用に対する利益を すという いがあります。ROASが100 を超えていても、ROIがマイナスの
場合、その広告キャンペーンは増益には寄与しなかったと できます。
　なお、ROIの「Investment」は定義によって わります。広告 果 定では「 資 広告費用」とすることが一般的
ですが、財務では「 資」には原価や人件費を含むこともあります。 資の定義が不明 であるため、広告 果 定
では、通常はROASやCPAを います。

1-4-7   　ソーシャルメディアに する
　ソーシャルメディアに関する 標です。ソーシャルメディアのアカウントの管理画面やサードパーティが提供す
るソリューションを って 定します。
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リーチ数
　広告のリーチ数と同様で、ソーシャルメディアの 事やアカウントを見た人の数です。

クリック数
　ソーシャルメディアの 事やアカウントで 介したリンクや広告をクリックした数です。

いいね！数
　ソーシャルメディアの 事やアカウントやウェブサイトにある「いいね 」ボタンやリンクをクリックした数で
す。「いいね 」を した人は、そのアカウントの 事が表 されやすくなります。「いいね 」ボタンにいくつかの
種 がある場合は、「いいね 」以外（「超いいね 」など）のボタンを したほうが、その 果は高くなります。

シェア数
　ソーシャルメディアの 事やアカウントやウェブサイトにあるシェアボタンを って、その内容を自身のタイム
ラインなどで 介した数です。

エンゲージメント数
　ソーシャルメディア上でいいね やクリックなどユーザーが 応した（アクションともいいます）数を総じたもの
です。以 はソーシャルメディアのいいね 数のみを表す 標でしたが、計上する が 大しました。

エンゲージメント率
　リーチ数のうちエンゲージメントになった数です

エンゲージメント （ ）（ へアクション（いいね コメント シェア クリッ
ク）した のリーチ ） 100

フォロワー数
　ユーザーが、Twitterや Instagramでアカウントをフォローしているユーザーの数です

視聴時間（Watch Time）5

　YouTubeで、チャネルや動画が全ユーザーで合わせて合計 分ぐらい 生したかの時間です。

視聴数（Views）
　ユーザーが、YouTubeでチャネルや動画を した回数です。

平均視聴時間（Average duration time）
　ユーザーが、YouTubeでチャネルや動画を平 分ぐらい 生したかの時間です。

購読者（Subscriber）
　ユーザーが、YouTubeでそのチャネルに登 している人数です。

5　https://support.google.com/youtube/answer/1714329?hl=en
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1-4-8  　ビジネスに する
　ビジネスに関する 標です。

損益計算書（P/L とは）

売上高から原価を引くと、粗利
粗利から販売管理費を引くと、営業利益

＋ 売上高
－ 売上原価

売上総利益

＋ 営業外収益
－ 営業外費用

経常利益

＋ 特別利益
－ 特別損失

税引前当期純利益

－ 販管費
営業利益

－ 法人税等
当期純利益

売上
総利益
（粗利）

原価

営業利益

販管費売上高

仕入れ・製造に関するコスト

販売管理に関するコスト

本業で稼いだ儲け

図1-4-25　 利と 利

売上
　売上です。客 価×購買件数などに分解することがあります。

原価
　一般的には商品の原価を します。仕入れたり、新たに製造したりするときにかかるコストです。

広告収入
　自社のウェブサイトに広告を掲 して得た収入です。

変動費
　商品の販売数に応じてかかる費用です。原価や などが 動費にあたります。

固定費
　商品の販売数にかかわらず、かかる費用です。人件費、家 、システム費用などが 定費に含まれます。

販売管理費
　 定費の1つで、販売に必要な経費（営業・広告費用）などの費用です。販管費ともいいます。

コンテンツ制作費
　一般的にはウェブサイトやバナーなどの制作にかかるコストです。ウェブサイト新規構築のように 定費になる
ものや、商品情報登 のように 動費に近いものもあります。一般的には販売管理費の1つとして計上します。
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広告費
　販売促進のためにかけた広告費です。アフィリエイトなど特殊なケースを き、 定費に計上します。

粗利（限界利益）
　一般的には、売上から 動費（商品が売れると計上する経費）を し引いた金額です。売上総利益ともいいます。

利益（営業利益）
　一般的には、 利から 定費（人件費や家 など売れなくても計上する経費）を し引いた金額です。これに営業
外収支が加わり、経常利益となります。





第 2 章
環境分析とKPI

さて、あなたは上司から与えられた今期の目標達成のため、さっそくウェブサイトの解析に 手しようと えました。
アクセス解析の 果を めるとデータはたくさん んでいて、どこから手を付けてよいかわかりません。
あなたは 方に れてしまいます。
「今期目標の達成に を 定するべきか、 をするべきか、アクセス解析から えると、とても しい 」
どのようにすれば、上司の満 する報告ができるのでしょうか
ウェブ解析をする目的は、ユーザーの行動を知り、事業の成果につなげることです。しかし、ウェブ解析ソリューショ
ンの画面から、事業の成果につながる方法を見つけることはできません。ウェブ解析のデータは 大で、データを見
ていたらいつまでたっても わりません。ユーザーを理解し、事業を理解しなければ、 を見ていいかも、 を報告
していいかもわからないからです。それでは、どうやってユーザーと事業を理解すればよいのでしょうか 　そして、
それをどんな行動につなげればよいのでしょうか
ビジネスをとりまく を理解することを「環境分析」といいます。環境分析（ユーザー分析、競合分析、事業分析）を
行った上で、企業の目標を数値にして理解することが必要なのです。

第2章では、ウェブ解析をする 階として、必要なビジネスの環境分析から目標や計画の数値を決めることを学びます。
実務では、「分析」と「解析」を 同して用いることが多いのですが、本書では のような定義で います。

分析（Analysis）現 を論理的に 理・分解し、 葉で説明すること。 の事実をまとめることが目的
解析（Analytics）  現 や を主に数値的に 理・分解し、数 で説明すること。 の事実がなぜ起きて、 来

が起きそうなのかを することが目的

事業分析の手法は、本来は経営戦略を るために われているフレームワークで、ウェブ解析士の を超えるファイ
ナンスやコンプライアンスの問題も しなければいけません。そこまでの領域に み込むことは必要なくても、事業
分析の手法はウェブ解析士が事業を理解する上でも大いに けになります。

 「2-1　環境分析」では、ビジネスフレームワークを用いた分析、およびビジネスを理解する方法を学びます。
 「2-2　環境分析に役立つウェブマーケティング解析」では、 となるツールを しながらウェブマーケティング解析を
った環境分析の方法を 介します。

 「2-3　ミクロ解析」では、マクロ解析と 用したい、個 のユーザー・組織のウェブサイト内での 経 を するミ
クロ解析の手法を学びます。
 「2-4　ブルー・オーシャン戦略とフレームワーク」では、競 の しいレッド・オーシャン市場でなく、競合が少なく自
社が優位な「ブルー・オーシャン」を創造するための え方を学びます。
 「2-5　事業ごとの目標とKPI」では、5つの事業内容に応じた各目標とそれぞれに応じたKGI・KPIを学びます。目標やKPI
を決めたら、そこに至るまでの計画が必要です。いつ、どういう施策を通して目標やKPIを達成するのでしょうか
 「2-6　事業計画の立案」では、事業内容ごとの計画の立案を学びます。目標達成のために、広告、サイトの改善にいく
ら 資をすればいいのか、数 を根拠に伝えられる必要があります。それでは、どうすればその計画は達成できるの
でしょうか
 「2-7　プロジェクトの進め方」「2-8　マーケティング活動に活用できるモデル」では、ウェブ解析を事業に活かすため
のプロジェクトやマーケティングの え方、組織、マーケティング戦略を学びます。

事業分析もユーザー分析も、経験を ねることが 要です。クライアントや気になる企業のビジネスをフレームワーク
で 度も分析してください。そして、ノウハウとして 積され、実務に活かせるようになるまで 度も ってください。
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2-1 環境分析
　ウェブ解析を行う に、まずはビジネスの環境分析を行います。「ビジネスを取り く市場は 」「どんな競合が
いるのか 」「お客さまのニーズは 」など、環境がどのようなものであるのかを します。環境分析を行うこと
で、 の目標やKPI立案につながります。環境分析を行うには、多くの場合、ビジネスフレームワーク（以 、フ
レームワーク）を用います。
　フレームワークは、基本的には「自分が いやすいものを う」ことをお めします。まだ ったことがないなら、
1つのフレームワークに って、 度も り し って体に み込ませるとよいでしょう。フレームワークを うと
いうことは、ものごとを 道立てて論理的に する をつけるということだからです。これは、ウェブ解析士と
してはとても 要な習 です。

2-1-1　ウェブ 士がビジネスフレームワークを う
　ウェブ解析士のもっとも 要な業務は、データ分析や情報 、レポーティングではなく、それらをもとにした
施策の立案と実行につながる 導です。この意 を れないようにした上で、事業分析を行うようにしましょう。
くれぐれも 評家にならないようにしてください。自分も行動するという自覚が 要です。施策実施につなげるた
めに、 体的にはフレームワーク分析にそれぞれ「Finding」のようにして気付きをまとめておくと 果的です。
　フレームワークを活用するメリットは、分析を 道立てて行えるようになることですが、それ以外にもメリット
はあります。それは、事業領域を 語化することでクライアントとの共通 語が生まれるという点です。多くの場
合、ウェブ解析を するクライアントは、それほどウェブマーケティングに しいわけではないことがほとんど
です。自社のビジネスについてはよく知っていても、ウェブでビジネス成果を向上させるノウハウはよくわからな
いから けてほしいというケースが多いのです。外部のコンサルタントとの提携業務や、フレームワークをはじめ
とするマーケティング理論に れたことがない企業では、「事業領域」や「戦略と戦術」の策定などを体系的に実施し
ていないことも ではありません。そんなときに、ウェブ解析士として れてはいけないのは「クライアントの協力
なしにプロジェクトは成功しない」ということ、そして、クライアントと円 な協力体制をつくるためには「認 の
ズレのないコミュニケーションを取る必要がある」ということです。
　このようなコミュニケーションのために、フレームワークが非常に役立ちます。クライアントとウェブ解析士の
間での意思 通がとても楽になるからです。クライアントがフレームワークによる分析などに れていれば、それ
に ってコミュニケーションを行うことで、さらにスムーズに意思 通ができます。たとえば、「3C分析における
カスタマー要 について、それが御社の認 とズレていないかどうか、 度デプスインタビューを通して する
ことをお めします」という伝え方ができれば、 得してもらいやすいのです。あるいは、「製品や価格設定に問題
はないのですが、データを見るとカスタマーへの 知がうまくできておりません。4Pにおけるプロモーションの部
分に問題があるようです。主として エンジン経由での 出が りていないので、そこを強化していきましょう」
などと施策や改善提案ができると、その後の 体的な 協議や施策実施もスムーズです。
　もちろん、フレームワーク自体に れ しんでいないクライアントもいるはずです。しかし、フレームワークは
そもそもわかりやすく現 を するために作られた「 え方の 組み」であるため、 の解説も兼ねて 々にフ
レームワークを導入していくことで、クライアントの理解が進みます。このように、コミュニケーションを円 に
するためにも、ぜひウェブ解析士としてフレームワークを活用してみましょう。

2-1-2　ユーザー （user analysis）
　商品を購入してくれるユーザーは、どんな人でしょうか 　ウェブサイトを訪問してくれるお客さまも店 で購
入してくれるお客さまと同じです。お客さま、すなわちユーザーをよく知ることは大 です。誰に売るのかを決め
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ないで戦略は立てられません。 の施策につなげるためには、まずは、商品を購入してくれるであろうお客さまの
ことをよく知ること、つまり、ユーザー分析が必要です。ユーザー分析を行うためのフレームワークとして「ペルソ
ナ分析」「カスタマージャーニーマップ」「4C分析」を 介します。

ペルソナ分析（persona analysis）
　「ペルソナ」は、商品やサービスを購入するであろう「理 のユーザー 」を設定するフレームワークのことです。
理 のユーザーの年 、家 、 まい、仕事などの基本情報、ライフスタイル、対象商品やサービスに対する意
や行動、情報接 の 向、生活パターンなどからペルソナを作成します。なるべく かく、 体的な 性や行動を
決めるようにしてください。商品やサービスの内容、 の目的によっては、複数のペルソナを作ることが必要な
場合もあります。また、実際のユーザーとかけ れるような場合は、その都度、 更する必要があり、一度ペルソ
ナを作成すれば わりということではありません。
　関 者が協力してペルソナを作成することによって、お客さまの課題、生活行動の 察、自社が提供可能な価値
を 体的に共有することができ、ユーザー が明 化され、ユーザーへの理解が深まります。それによって、ター
ゲティングが設定しやすくなり、より の高いレポーティングができます。

カスタマージャーニーマップ（Customer Journey Map）
　「カスタマージャーニー」とは、ユーザーの行動 程をジャーニー（ ）に見立てたフレームワークのことです。
体的には、オンライン・オフラインにかかわらず、ユーザーが商品やサービスを認知し、興 を持ち、最 目標（購
入・ し込み、評価）に 達する 後の行動 向とその を します。

カスタマージャーニーマップ（ペルソナ  太 ）
ペインポイント を っているポイント／ チャンスとなるポイント

ステージ 認知 関心 コンバージョン

ゴール 自分の今後の働き方のヒントにな
る方向性を見つける

自分が習得すべきスキルを決め
る

ウェブ解析士講座で学び、実務に
活かそうとする

アクション

接点 日の自 付近の書店とインター
ネットと職場の同

セミナー講師・参加者人事・転職
サイト・ の知人

ウェブ解析士協会のウェブ、解析
ツールの講師・同期の受講生

い 仕事の 来も不安だし、業界の動
きを知りたい

UXは顧客説得が しく、モバイル
などは技術的すぎる

ウェブ解析を仕事に活かすとなる
と しいなぁ

気づき
多 すぎると時間のかかる動画も
セミナーも しい。小規模店舗で
っている書 しか接点がない

ディレクター志向の人が得るスキ
ルとしてウェブ解析はもっとも現
実的な解決策の1つ

求人や案件 得の支援が いた
め、活用する場が少ない

解決策 全国で認知してもらう書 やウェ
ブサイトの 在

転職活動者へのアプローチ、ほか
のウェブスキルとの関 説明

求人・案件 得のサービスを認定
者に提供する

全体を通しての課題 多 なウェブディレクターでも、活 できる環境があれば満 度は上がる

図2-1-1　カスタマージャーニーマップの

平日はプレゼンと制作で
深夜業務が続く上に、仕
事の意欲が減っている

転職を決意。引き継ぎ中心で業務が軽減さ
れ、就職活動と同時にセミナーにも参加する。
技術力・提案力を踏まえ、ウェブ解析が最適
と判断する

業界で働くため、初級のあと、すぐに上級を
申し込み、内容には満足したが、求人もビジ
ネス活用機会も少なく、間違った判断ではな
かったかと危ぶむ

業界書籍や雑誌、
ウェブは業務中も見
て、UX や解析に関
心が生まれる

休日は自宅付近
のプールと書店
に行き、業界雑
誌や書籍を見る

▼ UX ★ WACA

▼ Mobile
AWAC

SWAC

求人
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　「カスタマージャーニーマップ」（CJM）は、カスタマージャーニーをクライアントと認 共有するためにマップ化
してわかりやすく表現したものです。ユーザーの行動を時系 にステップ化し、タッチポイント（接点） の行動、体
験、環境的要 、心理的 化を分 、一 化します。ウェブサイトを介した人との対面や、アプリを通した店舗や人
との交わりなど、そのユーザーに を与えるインタラクションは、すべてタッチポイントといえます。カスタマー
ジャーニーマップは、「顧客視点の理解」や「関 者間の認 理」に有 であり、回 設計を行う目安になります。

4C分析（4Cs analysis）
　「4C分析」は、「顧客目 」である4要 （「Customer Value（顧客の価
値）」「Cost to the Customer（顧客の 担コスト）」「Convenience（利
性）」「Communication（顧客とのコミュニケーション）」）で分析す

るフレームワークです。マーケティングで有名な4P分析は「Product
（製品）」「Price（価格）」「Place（流通）」「Promotion（販売促進）」の「売
り手目 」での分析ですが、 今はユーザー視点でのマーケティング
が 要になっており、4C分析が注目されています。

◦Customer Value ユーザー視点を最 要視する、あるべき
4Pの「Product」のユーザー視点での です。「Customer 
Value」とは、すなわち「ユーザーが得る価値」です。Costに対し、
与えるValueがユーザーにとって高ければその製品が ばれる
ことになります。

◦Cost to the Customer ユーザーの手間も所要時間もコストのうち
4Pの「Price」のユーザー視点での です。「Cost to the Customer」とは「ユーザーの 担コスト」であり、金
のコストに らず時間的コスト、手間も含まれます。

◦Convenience ユーザーの利 性はビジネスの要
4Pの「Place」のユーザー視点での です。「Convenience」すなわち「ユーザーの利 性」はサイト内の利 性
や決 や の利 性を含みます。

◦Communication ユーザーとの接 機会を増やしてファン化する
4Pの「Promotion」のユーザー視点での です。「Communication」すなわちユーザーとの接 機会を増やす
ことは、オンライン・オフラインを問わずファンにしていくあらゆる活動を含みます。

2-1-3　ポジショニング （positioning analysis）
　当 ですが、ユーザーは自社以外にも複数のサービスやウェブサイトを見ながら最 的に購入や利用するかを決
めます。このように、ほかの競合するサービスと、自社がどういう立ち位 でユーザーに伝えるかを決めるのが「ポ
ジショニング分析」です。
　ここで えるのは、「リアルでの競合」と「ウェブ上での競合」の2種 です。1つ目の「リアルでの競合」は同業種の
他社です。2つ目は「ウェブ上での競合」は、自社のユーザーとなりうる人が参 にするウェブサイトです。個人のブ
ログやニュースサイトなどが当てはまります。
　これらに対し、ポジショニング分析の目的は、「 化」と「学習」です。競合となるサイトに対して、「 化」し
たターゲットに「 化」したコンテンツを提供しなければ自社の 在価値が れます。 をすることで、自社の
「機会」「強み」を明 にします。また、他社の参 になる、よい点を自社に取り入れるために「学習」することです。
ゼロからアイデアを え、テストをしていくのは 率的ではありません。優秀なウェブ戦略を行っているサイトを
分析することで、優れたマーケティング施策のヒントを 率的に得ることができます。
　ここでは、フレームワークとして「5フォース分析」「SWOT分析」「クロスSWOT分析」を 介します。

Customer Value
ユーザーが得る価値

Convenience
利便性

Communication
コミュニケーション

Cost to the Customer
ユーザーの負担コスト

図2-1-2　4C
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5フォース分析（5 forces analysis）
　「5フォース分析」とは、競 環境を分析する
ためのフレームワークです。市場における競

は 業者間の競 だけではありませ
ん。買い手（顧客）、売り手（仕入 ）の交 力、
代 品および新規参入の も競 に を
与えます。これらの競 要 に対象と基準
を明 にする分析です。 体的には自社の業
界を中心として、 のような力関 が働くこ
とに注目します。

◦ （直接競合）（Rivalry）
まず同業界の競 業者の力を えます。多くの場合、競合同士の いは価格やコストであり、値引きとコスト
カットで利益率が 下し、市場自体の 力が れる可能性があります。競 が しくなる業界は「同業者が多
い」「成長の速度が い」「高コスト構造」「 化しにくい」「生産能力の 大が容 」「戦略のバラエティが
富」「戦略と成果の 果関 が大きい」「 退コストが大きい」などが げられます。企業がより多くの利益

をあげるためには、 しい競 が発生しないことが望ましい です。
◦ い （顧客）（Buyer Power）
自社と顧客の競 です。ここでいう買い手とは、直接の顧客、最 顧客（エンドユーザー）のことです。供
などで買い手の交 力が強まると、値下げ 力などで自社の利益を することが起こります。顧客は品
が同じなら 価格なものを、価格が同じなら高品 なものを購入します。価格と品 は、買い手の情報 や購
入 によっても わります。供 業者（競 業者）が多いと、買い手の 力が高くなります。さまざまな企業か
ら多数の製品が提供されているコモディティ化された製品では買い手の力が非常に大きな になります。

◦ （Supplier Power）
自社と仕入 の競 です。供 者の交 力が強まると、供 者が自社の利益を っていくことが起こります。
たとえば、インテルとコンピューターメーカーが、これに当てはまります。供 業者は業界内の企業に少しで
も高い価格で製品や部品を供 したいため、供 業者と販売業者の間に力関 が発生することになります。数
社による なら供 業者の力が強まります。

◦ （間接競合）（Threat of Substitutes）
自社製品と代 品の競 です。自社を含む産業の製品・サービスが、 なる製品・サービスにとって代わられ
てしまう になります。自社の製品の競 相手となる の製品・サービスも競 要 として分析してくださ
い。特に価格性能 に優れている場合は、大きな となります。また、代 品業界の利益率が高い場合、代
品業界の成長が 業界の利益が 下を く場合は大きな競 要 となります。代 品と気付かないケー

スがあるために、ほかの要 よりも分析が しいのが、この分析です。代 品の として、スマートフォンが
デジタルカメラや携 音楽プレーヤーの市場を することが げられます。

◦ （Barriers to Entry）
参入 が く、 業者の力が い場合は、新規参入が容 で競 が しくなります。新規参入者の
は、業界への参入 の高さに関わります。参入 が下がれば、新規参入者によって業界構造は一気に 化
する可能性があります。参入 には「ブランド力・知名度」「流通チャネル」「必要となる資金力」「規模の経
」「スイッチングコスト（ほかの製品に りかえるときの手間や心理的コスト）」「公的な規制」などがありま

す。たとえば、ウェブ制作業界は新規参入が容 な業界です。なぜなら「ブランドが 要ではない」「流通チャ
ネルに規制がない」「資金力も必要としない」「大規模にしてもコスト や付加価値向上が しい」「誰でも
更新もリニューアルもできる」「規制や がない」ためです。

Threat of 
Subsitutes

Barriers to
Entry

Buyer PowerSupplier Power

Rivalry

図2-1-3　5フォース
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　この5つの要 を した上で、自社の収益を得られるポジションを決めるフレームワークが、5フォース分析で
す。そして、競 戦略の目標は、業界の競 要 からうまく身を守り、自社に有利なようにその要 を動かせる位
を業界内に見つけることです。ある業界における自社のポジションをうまく見つけ、そこに位 することが成功
のカギなので「ポジショニングセオリー」「ポジショニング論」と ばれることもあります。

SWOT分析（SWOT analysis）
　もともとは事業環境の 化に対応した経営資 の最適
化を る経営戦略策定方法の1つです。「Strength（強み）」
「Weakness（ み）」「Opportunity（機会）」「Threat（ ）」
の 文 からとった名 です。
　 体的には「外部環境（External origin）」と「内部環境
（Internal origin）」を行に、「 けになる要 （Helpful）」と
「 げになる要 （Harmful）」を に き、4つのカテゴ
リーで要 分析します。
　SWOT分析の各 目は、 のような内容です。

◦Strength（強み）
自社が持つ目標達成に貢献しうる組織の特長です。
強みを活かした戦略を する参 情報とします。
技術力の高さや長年の運用経験などが当てはまりま
す。機会と 同しないように注意してください。 なぜユーザーが自社のサービスや商品を利用してくれるかと
いうことのヒントになります。

◦Weaknesses（ み）
自社が える目標達成の や 点となりうる組織の特 です。 みを して組織を強化したり、 みが

にならないような戦略を したりする上での参 情報となります。コストやリソースで りていない
部分など、自社が 手とする部分を 出します。

◦Opportunities（機会）
自社のチャンスに見える外部環境要 です。 い となる 治動向、市場の 化などを戦略策定の参 情報と
します。 治・市場の 化に競合他社の動きも対象としてください。どれほど小さなことでもチャンスとなり
うる要 として、1つでも多く 出します。

◦Threats（ ）
自社にとって となる外部環境要 です。 となりうる 治動向、市場の 化を戦略の参 情報です。自
社の強みを打ち消す危 性や みが深 になる環境の 化や、競合他社の動きを分析します。 もなるべく
すべて 出します。

　なお、SWOT分析では、 のことに注意してください。

◦ターゲットと分析で成し げたい事業の目標を定めて、事 に同意を得ること。この2点で意思統一がないと
意 がありません。

◦外部の「機会・ 」と内部の「強み・ み」を 同しないこと。SWOT 目は を説明するものです。この り
は「機会」の分析に関して、特に発生しがちです。 来の見通しや 来のビジョンを入れてはいけません。

クロスSWOT分析（TOWS analysis）
　SWOT分析で げた 目は「 」であり、実際に える分析 果ではありません。さらに、「クロス SWOT分析

助けになる要素
（Helpful）

妨げになる要素
（Harmful）

S W強み
（Strength）

弱み
（Weaknesses）

内
部

要
因

（
In
te

rn
al
 O

rig
in
）

O T機会
（Opportunity）

脅威
（Threat）

外
部

要
因

（
Ex

te
rn

al
 O

rig
in
）

図2-1-4　SWOT
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（TOWS analysis）」を行い、 当事業の戦略として とし
込みます。

◦ 自社の強み×チャンスとなる機会（use 
strength maximize opportunities）
自社の強みを って機会を活かす積 化戦略を
します。自社の優位性を高める、 い に った戦
略の 用が有 です。

◦ 自社の強み× （use strength 
　minimize threats）
自社の強みで による を り ける施策を

します。 を け、場合によっては機会とし
て活かすことを えます。 を 手にとる、競合
他社との 化ポイントを ります。

◦ 自社の み×チャンスとなる機会
（minimize weaknesses seize opportunity）
機会を活かすために、自社の みを 強する方法を えます。 階的に みを改善してチャンスを取り がさ
ないようにする施策になります。 体的には、 みを理解しつつビジネスチャンスを さない新規参入か、特
に参入せずに様子を見るか「機会 を起こさない」 を行ってください。

◦ 守 ・ 自社の み× （minimize weaknesses avoid threats）
自社の みを理解し、 による を ける、もしくは最小 にすることを えます。徹底的に 策を
るか、事業そのものを 退するのかの が必要です。最 の 果にならないように けなければならないこ
とを してください。

　SWOT分析は、 目の い出しだけでは意 がないので、当初の目的として掲げた 体的なところがまとまるま
で、しっかりと議論してください。

2-1-4　 （business analysis）
　一般的なマーケティングにおける事業分析は、大きく「経営環境分析」と「財務分析」に分かれます。しかし、ウェ
ブマーケティングにおける業務領域は、 者の経営環境分析がほとんどです。その経営環境分析を行うためのフ
レームワークとして、「3C分析」を 介します。

3C分析（3Cs analysis）
　3C分析は戦略フレームワークとして いやすいため、ウェブマーケティングにおいてもよく 用されます。この
フレームワークを中心にウェブマーケティング戦略を決めるコンサルタントもいます。
　3C分析では、「顧客 （Customer）」「競合（Competitor）」「自社（Corporation）」という3つの要 に注目し、その企
業が戦っていくべき事業領域を分析します。

◦ （Customer）
ここでいう顧客分析とは、クライアントがターゲットにしているエンドユーザーについての分析です。ユー
ザーはどんな みを持っているのか、情報をどこから手にいれているのか、どれくらいの可 分所得があるの
かなどといった「デモグラフィック情報」と、どんなシチュエーションで、どんな気持ちでクライアントのサー
ビスや商品を す・見つけるのかといった「サイコグラフィック情報」を べます。 ユーザーへのデプスイ

O

T

S W

段階的戦略
（minimize

weakness seize
opportunities）

積極化戦略
（use strength

maximize
opportunities）

専守防衛・撤退
（minimize
weaknesses

avoid threats）

差別化戦略
（use strength

minimize
threats）

図2-1-5　クロスSWOT
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ンタビューやアンケート、ユーザーテストなどを行い、ユー
ザーの心理（インサイト）について深く理解していきましょ
う。ペルソナやカスタマージャーニーマップなどを作成し
ます。
ウェブ上には顧客分析を けるツールもあります。たとえ
ば「Yahoo!知恵 」や「教えて !goo」などに代表される 問
サイトは、ユーザーの不安や 問点を知る手がかりになり
ます（ただし、サービス提供 のサクラ行 もあることに注
意が必要です）。自社のサービス名・商品名や、あるいはそ
れが する商品カテゴリー名に「 み」「 問」などのキー
ワードを加えて すると、ヒントになるような 問に出会
える可能性が高くなります。たとえば、特定のブランドの
スノーボードを っているのなら、そのブランド名か、ある
いはスノーボードそのものについての みや 問点を べ
ます。
リアルでのアンケートが しければ、「Google サーベイ」のようなインターネット上で行うアンケート代行
サービスもあります。ユーザー層に りはありますが、クラウドソーシングサービスを活用して、アンケート
を有 で ることもできます。また、ソーシャルメディアも有 な情報 になります。「NAVERまとめ」などの
キュレーションサイトも分析情報収集の有 なツールとなるでしょう。あらゆる手 で情報を集め、ターゲッ
トとしているユーザーの を していきます。

◦ 合 （Competitor）
クライアントへ競合 のヒアリングをまず行い、加えて エンジンで上位に表 されているページや積
的にリスティング広告を出しているようなサイトをピックアップしていき、 対象にします。
競合は、大 すると「直接競合」「間接競合」の2種 があります。たとえば、 のレストランの場合、 歩 内
の飲食店が最初の直接競合です。同業のレストランや定食 はもちろん、カフェやランチ営業の も直接
競合です。そして、コンビニやテイクアウトの 当店、出 やデリバリー の飲食業が間接競合になります。
広義の意 では、ネット通販のお取り寄せグルメも間接競合の です。このように、競合は え方によって、
領域が広がります。ウェブ解析における競合分析を行う場合は、まずは3 5サイト程度の直接競合を策定す
ることから始めるとよいでしょう。
そして、競合他社を決定したあとは、「どれくらいウェブに力を入れているのか」「どんなキャッチコピーをメ
インに えているのか」「どんなコンテンツを用意しているのか」「メールマガジンやSNSなどウェブサイトへ
導しているツールには があるのか」「全体のマーケティングロジックはどうなっているのか」など、 分
析を行います。理 的には相手のマーケティング活動を丸 にすることができるまで、できるだけ多面的に
します。競合 は、ウェブ解析士自身がサイトを見て、場合によってはメルマガに登 したり、実店舗
を訪問してみたり、実際にサービスを受けてみて、専門家として分析するのが基本です（ヒューリスティック
評価）。それ以外では、自社と他社とを したユーザーテストを行ったり、SEOツールを用いてウェブ上で
の 及のされ方やSEO関連情報を入手することもできます。また、ある程度の規模のサイトに られますが、
「SimilarWeb」などの競合サイト分析ツールを うことも、役立つ情報を得るための有 な手 です。
そして、もっとも大事なのは、事業分析は必ず「顧客目 」で行うということです。顧客分析を最優 に行う理
由の1つでもあるのですが、ユーザーの心理と視点でサイトを見ていくことで、競合の優れている点、 って
いる点が見えてきます。競合の優れている点は 直に認め、 っている点は自社がさらに優位に立てるように
え、自社の最適な打ち出し方を策定していくことが 要です。

3C

C

C C

顧客
Customer

競合
Competitor

自社
Corporation

図2-1-6　3C
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◦ 社 （Corporation）
ここまでに行った顧客分析と競合分析の 果を意 しながら、顧客目 で自社の「強み」と「独自性」を生み出す
「資 （リソース）」をリストアップします。見つかりにくい場合は、アンケートやユーザーインタビューなどの
方法で、ユーザーにも聞いてみましょう。「なぜ、他社ではなく、弊社の商品を んでくださったのですか」と
尋ねることで、競合他社との ポイントや 基準を知ることができます。
Google アナリティクスなど、自社のウェブ解析データを見ることができれば、それも けになります。 が
力的だと思っているコンテンツは、 々にして平 在時間も 数も多いものです。そのデータをもとにし
て、「このコンテンツは興 を持たれているけれども、こちらは全 だめだ」といった をしていきます。そ
うすると、ユーザーが持っているニーズやウォンツに合 している商品やサービスを知るヒントを得ることが
できます。また、参 元の情報も有 です。クライアントのサイトにリンクを っている外部サイトを見て、
どのような経 でリンクされているかを知ることで、率直な第三者の意見や、どういう いをされているのか
を 認できます。

　分析は、顧客 競合 自社の順で行うのがセオリーです。最初に自社分析をしてしまうと、どうしても自社や自
社商品を基準とした上で市場・顧客 や競合 を行ってしまうからです。マーケティングにおいては、いかに
買い手である「顧客目 」になれるかが 要です。したがって、まずは顧客のニーズ・ウォンツを知り、マーケットに
ひしめく競合を知り、その上で自社の打ち出し方を知る順 が適 なのです。
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2-2 環境分析に役立つウェブマーケティング解析
　環境分析を行うにあたっては、基本的にはウェブサイトやリアルな店舗の情報を参 に事業 を分析します。
さらに、アクセス解析の情報やウェブマーケティング解析のデータも環境分析には有用です。ここでは、ウェブマー
ケティング解析を った環境分析の方法を 介します。まずはアクセス解析にはなく、ウェブマーケティング解析
が持つ長所、相対評価ができることから理解していきましょう。

2-2-1　 の
　ウェブマーケティング施策の良し しを する評価方法は、アクセス解析が一般的です。その場合、オウンド
メディアのデータの の数値と任意で定めた目標値（セッション数など）は「 対評価」になりますが、競 環境に
あれば、他社との が 要で、同業、代 競合、 業種などの「相対評価」のほうが、関 者の 得を得られる評
価になることがあります。
　つまり、市場全体が 小していて、競合も 小しているときに自社の売上が 小したことを 対評価では「 」
と してしまいますが、相対評価では必ずしも「 」とはいえないことになります。

相対評価

市場における
優位度合いの確認

他社との比較
（同業、代替競合、異業種ほか）

絶対評価

以前と比較しての
成長度合いの確認

過去の数値、
任意で定めた基準値

図2-2-1　 と の

　このほか、相対評価には評価すると適 な目標値を立てやすいというメリットもあります。同規模の競合関 や
行している他社のデータを参 にすることで、自社の目 すべき目標値を定めやすくなります。ウェブ解析士と

しては、 対評価とともに相対評価も行います。相対評価では「ベンチマーキング」を意 し、ツールの い方、情
報の収集・加工そして分析に活かす方法を学びましょう。

2-2-2　ベンチマーキングの め
　ベンチマーキングの基本は、ベンチマーク企業（自社にとって取り込みたい優良事 を持つ他企業）を見つけ、そ
こが持つベストプラクティス（成功事 ）を見出し、自社（もしくはクライアント）との 分を明らかにして目標を定
め、成果につなげるための方策を見出すことです。
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2目標達成に向けた方策の策定

自社との差分
＝目標設定

ベストプラクティス
の発掘

ベンチマーク企業を
見つける

図2-2-2　ベンチマーキングの 本

　ここでは、6つのステップでベンチマーキングを進める方法を説明していきます。

来訪者内訳

業績

Step 1

ウェブ来訪者数

Step 2

来訪者内訳

Step 3

更新頻度

Step 6

表示速度

Step 5

検索順位

Step 4

図2-2-3　ベンチマーキングの め

1 . 
市場トレンドが伸びているのかを 認し、その業界を 引している主要プレイヤーであるベンチマーク企業の
業績を 認する。

2 . ウェブ
ベンチマーク企業のウェブサイトのパフォーマンスを 認する。業績と連動しているのか、サービス内容と連
動した 向なのかなどを する。あわせて、ウェブ来訪者の 性を 認し各社の いを 認する。

3 . 
ベンチマーク企業のトラフィックやチャネルから、集客への取り組みの いを知る。

4 . 
SEOのパフォーマンスを 認し、 流入への取り組みの いを知る。

5 . 
表 速度を 認し、 ストレス への取り組みの いを知る。

6 . 
更新 度や更新内容を 認し、ユーザビリティやコンテンツへの取り組みの いを知る。

　最初の2 階で、ベンチマーク企業のウェブサイトを見つけます。ベンチマークを設定したら、3以 で、自社と
ベンチマーク企業の 分を し、自社に活かせるベストプラクティスの 説を立てることに進みます。さらに、
「広告施策、PR施策、SEO施策」「コンテンツマーケティング」「ユーザビリティ改善（ページ速度）」「UI設計」「更
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新 改善 度」といった視点からベストプラクティス発見につなげます。
　「施策につながるデータに注視する」というウェブ解析士の原則にしたがい、やみくもにデータを見るのではなく、
「解析 果から の施策につなげられるのか」をイメージしながら 設計することが大 です。このような 、
解析、 察を行うことで、自社分析だけでは得 い、自社のポジション評価や課題発見につながることがあります。
　マーケティング対象のウェブサイトや企業規模自体が小さい場合でも、業界上位プレイヤーの 向や戦略を知る
ことで、対象事業のマーケティング戦略の 説立ての参 になるはずです。

2-2-3　ターゲティング に える ソースとツール
　 体的な 手法と ツールを 介していきましょう。誰でも取り組みやすい方法として、 の情報ソース
やツールを利用した方法を説明していきます（2018年7月時点）。
　「A.解析の視点や方法」「B.ツールの い方」の2つのパートに分けて説明します。必要に応じてツールを び、
い分けられる能力や視点を持ってください。
　ここでは、化 品（コスメ）業界をテーマに、一通りの をしていきます。

市場トレンド、主要プレイヤーの確認
1 のトレンドを大まかに する

Googleトレンド（https://www.google.co.jp/trends/）

　ある 語について、期間や地域 に、 数（人気度）のトレンドをグラフで見ることができるツールです。複数
の 葉で相対的な ができますが、 対的な数値はわかりません。伸びている業界なのか、 要期、 期など
の 節性はあるのかなどを 認します。

・ 12カ月 ・ 10年（2004 現在）

図2-2-4　Googleトレンドの （「 12カ 」と「 10 」）

A . の や
　今回は「コスメ」と「メイク」という2つのワードで べてみました。どちらも直近1年の数 の は大きな上下
はありません。 10年で見てみると、「コスメ」は やかな上昇 向、そして「メイク」は5 ほどにまで上昇し
ていることがわかります。ただし、直近5年ほどは数 の上昇 向が収まっており、大きなニーズ増加などの 向
はないことがうかがえます。
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B.ツールの い
　どんなワードがその業界の伸長を し しているのかを するセンスは、その業界への情報感度が 要です。
センスに自 のない場合は、Googleやヤフーなどの各媒体が提供しているリスティング広告のキーワードアドバイ
スツールなどを利用して、 ボリュームの多いワードを べるのも手 の1つです。たとえばGoogleの提供する
キーワードプランナー 1を うと、 数、 節 動が 算値で 対評価に加え、 べたキーワードと合わせて
われるワードがわかります。キーワードプランナーは で えますが、Google 広告のアカウントで広告を運用し
ている必要があります。

2 の プレイヤーを する
　Google、ヤフーなどの エンジンで、業界名
に、「業績」「ランキング」などのワードを加えて
します。今回は、「コスメ　業界　売上　ランキング」
で しました。執筆時点（2018年7月）では、2016
年度の売上を元にしたランキングが 上位に見つ
かりました。ここでは「業界動向ランキング」という
ウェブサイトのランキングを参 します。

A . の や
　企業の業績を す 標はいくつかありますが、消
費者からの支持度合いを すものとしては、売上が
一般的であり、情報も得やすいでしょう。利益や株
価、時価総額などの情報は経営的な要 の内 度合
いも強くなり、マーケティング視点という意 での分
析としては が しくなります。
　ランキングの び順と合わせて、数 の の大
きさ、市場規模に対して上位数社のシェア率が大きいのか、それとも分 しているのかなども 察します。それら
の と各メーカーの製品や販売方法の特性などを見てみると、ランキングの要 や各社の個性などが見えてきま
す。 として取り上げた化 品業界の場合、市場規模が2 円といわれるコスメ業界において、上位2社の市場シェ
アが 的な様子がわかります。4位と6位の会社は基本的に 店舗販売（訪問販売・通 販売など）を主体としてい
る会社です。5位は男性向けに特化した製品ブランドの会社です。上位2社はコスメだけでなくトイレタリー全般の
製品を っており、その意 では市場における社名認知度が きん出ているのかもしれません。

B .ツールの い
　業界によって、流通している情報の 度（年度）が なります。 果に少し古い情報しか上がってこない場合
は、 ワードに年度の数 も入れてみてください。それでも直近の情報が上がってこない場合は、直近の数 が
流通していない可能性があります。また、情報が掲 されている媒体（ウェブサイト）の 性も 要です。業界ラ
ンキングは個人がブログの 事として取り上げることも多く、数 の い方やコメントなどが 人的になっている
こともあります。 の で 介するような、各社が公表している実際の業績情報と らし合わせて、ランキングの
正 性を 認することも合わせて行ってください。

3 プレイヤーの を する
日経会社情報DIGITAL（https://www.nikkei.com/nkd/）

1　https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/tools/keyword-planner/

図2-2-5　 の 上高ランキング
出 業界動向サーチ（https://gyokai-search.com/4-kesyo-uriage.htm）
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　 として、「日経会社情報DIGITAL」で、
の化 品業界の売上高ランキング 位の

「資生堂」を べてみましょう。日経会社情報
DIGITALは でも えますが、掲 情報のす
べてを するには、有 会員の し込みが
必要です。

A . の や
　特に 認したい情報 目は、「業績」「株価（時価総額）」「関連ニュース、プレスリリース」などです。このような
株価情報のサイトでは、売上高の を 認できます。コスメ業界全体としては直近5年で大きな伸長はなかった
のですが、資生堂の売上高は伸びているので、上位2社による市場の 化が進んでいるような 象を受けます。
業界成長が 化している中、上位企業の 化が進んでいるとなると、上位以外の企業にとっては しい であ
るように思われます。このように、全体のトレンド、各社のトレンドを合わせみることで、業界の現在のコンディ
ションを深 りしていきます。

図2-2-7　 上高の 図2-2-8　 から を す

図2-2-6　「 」の
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図2-2-9　 一

B .ツールの い
　企業名を入れて します。 情報は有 会員のみとなっていますが、売上高の情報は の で掲
されているので 認できます（ 2-2-7）。また、スクロールすると「業界から銘 を す」という機能があります。こ
こでは、当 業界の主な銘 （企業）が時価総額の順に 認できるので、 のランキングと合わせて参 にできます。

ウェブサイトのパフォーマンス確認
4 ウェブサイトのアクセス を する

SimilarWeb（https://www.similarweb.com/）

　市場の 向、各社の業績などのデータの 理ができたら、ウェブ関 のパフォーマンスの 認に進みます。まず
は上位5社のウェブサイトへの来訪数を見てみます。
　「SimilarWeb」は視 率モニターなどをもとにした 計値を基本としており、Google アナリティクスなどの全数
データとは値が なります。このため、 果 定などにSimilarWebの数 を利用する場合は注意が必要です。今
回のように、他社との や、 との など、相対評価として利用することをお めします。

図2-2-10　ウェブサイトパフォーマンスの （ 平 平 PV 平 ）
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A . の や
　各社間の業績の とウェブサイトのパフォーマンスの に大きな いがあるかを 認します。業績よりも
ウェブサイトのパフォーマンスが高かった場合には、その企業がウェブマーケティングに力を入れている、もしくは
ウェブと相性のよい製品を持っているといった可能性が えられます。 に、業績よりもウェブサイトのパフォー
マンスが い場合は、ウェブマーケティングにあまり注力していない可能性が えられます。

B .ツールの い
　SimilarWebに したい対象ウェブサイトのURLを入力すると、そのウェブサイトの来訪数などのパフォーマン
スを べることができます。 版の場合は、URL第二階層以下を 定した ができないため、 対象はURL
第一階層で できるウェブサイトに られます。また、 版は 3カ月間の月平 値を 認できます。
　特に 認したい情報は、「来訪数」「平 直 率」「平 PV」「平 在時間」などの 目です。

5 ウェブ の を する
eMark+（https://www.valuesccg.com/service/emarkplus/）

　国内20万人規模の行動ログモニター会員による消費者パネルにより、ウェブサイトのパフォーマンス情報を
できます。SimilarWebと べて、来訪者のデモグラフィック 性情報が充実している点が特 です。 でも利用
できますが、利用登 が必要です。

図2-2-11　

A . の や
　 対象各社のウェブサイトに訪問するユーザーが持つ各々の 性に りがないかを 認します。業績のよい
会社の 性は、どのような 性のユーザーに受け入れられているかを するための1つの参 になります。また、
各社の持つ主要商品のメインターゲットの いも参 になることがあります。
　性 、年代、地域、職業、 、子供有 、年収など、ツールによってさまざまな情報を 認できますが、
作 に多くのデータを収集するよりも、その業界、その企業、その製品などの特 を表しやすい 目にフォーカス
した分析を行うことが、ミスリードのない分析につながります。
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B .ツールの い
　eMark+の場合、対象ウェブサイトのURLを入力すると、来訪者数などのパフォーマンスを べることができま
す。ウェブ来訪者の 性を 認する場合には「ユーザー 性」のメニューから します。eMark+の 版では直
近1カ月間の情報を 認できます。
　特に 認したい情報は、「性 」「年代」「地域」「職業」「 ・ 」「子供の有 」「 年収」「個人年収」など
の 目です。

ウェブサイトのパフォーマンスの要因を深掘りする
6 ウェブサイトの を べる

SimilarWeb（https://www.similarweb.com/）

　トラフィックの 合、 来訪の
TOP5ワード、リファラー媒体のTOP5、
SNSからの流入内訳などを 認しま
す。これらの情報は、セッション数に

があった場合の要 分析の1つに
なり、施策を企画する場合の参 にも
なります。

図2-2-13　ソーシャルメディアからの

A . の や
　ウェブマーケティングに力を入れている企業の 向として、社名や製品名などの 名ワード以外の ワードか
らの来訪が多い、グループ会社など関 会社以外の一般媒体からのリファラー来訪が多い、ソーシャルメディアか
らの来訪が多いといった 向が見られます。また、ウェブサイト上でサービス提供する業界の場合は、リピート率
の高さに してノーリラファー数が高い可能性があるため、エンゲージメントの強さが 察されます。
　ソーシャルメディアの場合は主要媒体に各々特 があるため、各企業の取り組みがそのまま されているケー
スがあります。たとえば、YouTubeで動画コンテンツを提供している企業は、人気タレントのテレビCMやハウツー
など、YouTubeからのトラフィックが多くなります。TwitterやLINEは、プレゼントなどのキャンペーン告知に活
用する企業が多い 向があります。ブログなどのコラム的なコンテンツに力を入れたり、ビジネスパーソンをター
ゲットにしている企業は、Facebookを活用する 向が強まります。

図2-2-12　トラフィックの 合



072 ェ

析
とKPI

第
2
章

B .ツールの い
　SimilarWebに対象ウェブサイトのURLを入力すると、そのウェブサイトの来訪数数などのパフォーマンスを べ
ることができます。流入経 パフォーマンスは「Traffic Sources」、来訪キーワードは「Search」、流入元メディア
は「Referrals」、ソーシャルメディアからの流入内訳は「Social」で 認できます。
　 版の場合は、URL第二階層以下を 定した ができないため、 対象はURL第一階層で できるウェ
ブサイトに られます。 版は 3か月間の月平 値を 認できます。
　特に 認したい情報は、「流入経 パフォーマンス（ダイレクト、リファラー、サーチ）」「来訪ワード」「流入元
メディア」「ソーシャルメディアからの流入内訳」などの 目です。

7 SEOのパフォーマンスを べる
エンジン一 順位チェックツール ランキングチェッカー（http://broadentry.com/rankingchecker/）

　競合各社の 果順位を します。こ
のような が行えるツールは、 でもい
くつかあります。

A . の や
　 エンジンでの 果順位は、イン
ターネットの 界において、その ワード
に対しての消費者の関心の高さと します。 にSEOで 期的に順位を上げたとしても、ユーザーの期待と
なった 果だった場合には見 ごされてしまうだけであり、 果上位を 持することは しくなります。
　社名や製品名などの 名ワードで 得できるのは主に 在層であり、一般ワードで 得できるのは潜在層のユー
ザーです。特にフォーカスしたいのは、「一般ワード」での 順位で、市場における「化 品といえば資生堂」とい
うような認知度があるといえます。

B .ツールの い
　対象ウェブサイトのURLと、 したい ワードを入力します。 果表 に若 時間がかかるケースがありま
す。ツールによっては、順位を定期的に取得するものもあります。

8 SEOランキングの を りする
SEOチェキ （http://seocheki.net/）

　SEO関 の基本情報を一通り できるツールで
す。従来からSEOで 要といわれる基本的な 目の情
報が中心となっているため、安心して利用できる
ツールです。

A . の や
　メタ情報、含有キーワードの情報などを見ると、各
社が意 的に エンジンを意 しているかの度合い
がわかります。また、インデックスは、ページ数、つま
りコンテンツの ともいえ、その意 でも消費者に対し
て「化 品といえば資生堂」という情報提供の 勢を
していると見ることもできます。

図2-2-14　ランキングチェッカーの

図2-2-15　SEOチェキ



073改訂第10版

析
に

つ
ウ
ェ
ブ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
解
析

2

−

2

B .ツールの い
　ツールに対象ウェブサイトのURLを入力するだけで、基本的な情報収集を行います。
　特に 認したい情報は、「タイトル、ディスクリプション、キーワード、H1」「インデックス数（ページ数 コン
テンツ数）」「含有キーワードと出現 度」などの 目です。

9 ウェブサイト のパフォーマンスを べる
Pingdom（https://tools.pingdom.com/）

　ウェブサイト表 速度のパフォーマンス ツールはいくつかありますが、 版の中でも 果データが充
実しているのが「Pingdom」です。応 時間、ファイルサイズなどのほか、ページ内各ファイルのリクエスト応 速
度も かく してくれるため、 体的な改善業務に活かしやすいことが特 です。 点は、 起点がオースト
ラリアやアメリカとなっており、応 時間の 対評価自体があまり参 にならないことです。あくまでも他社や他
ページ、他ファイルとの相対評価として利用することをお めします。

図2-2-16　ページスピードの

図2-2-17　ページ ファイルのリクエスト

A . の や
　各社間での応 時間の で評価します。応 時間は基本的に ければ いほど、利用者の い勝手が良く、ス
トレスも く、エンゲージメントが高まると えられます。
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B .ツールの い
　ツールに対象ウェブサイトのURLを入力するだけで、基本的な情報収集を行います。ウェブサイト表 速度は
「Load time」で 認できます。

10 ウェブサイト を りする
Pingdom（https://tools.pingdom.com/）

　 のウェブサイト表 速度 に用いた「Pingdom」を利用します。

図2-2-18　ファイルサイズ ファイル

A . の や
　応 時間 の要 分析として、ページのファイルサイズや、構成ファイル数などを 認します。この分析には
体的なページ制作の知 や経験が必要になるため、そういった経験がない場合は、経験者と一緒にデータを見る

ことをお めします。

B .ツールの い
　ツールに対象ウェブサイトのURLを入力するだけで基本的な情報収集を行えます。ファイルサイズは「Page 
size」、構成ファイル数は「Requests」で 認できます。
　特に 認したい情報は、「ファイルサイズ」「構成ファイル数」などの 目です。
　なお、ウェブサイトの 品 については第6章にも があるので参 にしてください。

1 1 ウェブサイトの を べる
Internet Archive（http://archive.org/web/）

　 界中のウェブサイトの 歴をアーカイブ（ 保持）しているサービスです。そのドメインでウェブサイトが公
開されたときから、更新された都度、ページがアーカイブされています。Flashなど、その時代で われていたプラ
グインがないと できないコンテンツはありますが、それも含めて のコンテンツを 認できます。
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図2-2-19　Internet Archive

A . の や
　まずは更新 度の多さを します。更新 度の高さは、ウェブを通じた消費者とのコミュニケーションに対す
る企業 勢の表れの1つであると えます。また、更新 度が高さは、ユーザーにとって情報有益性や情報 度が高
まることと する場合が多く、その 果として、満 度の高さや 来訪率の高さにつながると えられます。そ
のほか、フルリニューアルの を 認することで、現在のウェブサイトの方 を 察することもできるでしょう。

B .ツールの い
　上部にある年表の山が更新 度であり、年表がスタートしているところがそのドメインでのウェブサイトの 生
年です。各年を すると、その年内の各月カレンダーが下部に表 され、更新のあった日にマークが付いていま
す。このマークをクリックすると、その時点のウェブサイトが表 されます。表 されたウェブサイトは、基本的
にはリンクなどの機能もそのまま表 されますが、当時のHTMLを現在のブラウザーで正しく表 することは し
く、表 れや非表 になる 所もあります。
　特に 認したい情報は、「更新 歴」「更新内容」「 のウェブページ」などの 目です。
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2-3 ミクロ解析
　サイト全体の 向を集計する「マクロ解析」に対し、「ミクロ解析」は、個 のユーザー・組織のウェブサイト内での
経 を する手法です。つまり、 的 （デモグラフィック）を行うマクロ解析に対して、 的 （サイコ

グラフィック）を行うのがミクロ解析です。

2-3-1　マクロ とミクロ
ミクロ解析

個別のユーザーや組織に焦点を当てて、その人（組織）の
閲覧経路から、ニーズや心理状態を読みとる

（例：20XX 年 X 月 X 日 X 時 X 分に株式会社●●からあったアクセス

経路を分析）

▼株式会社 A 閲覧経路

2018/07/31 15:54:50

2018/07/31 15:56:10

2018/07/31 15:56:26

2018/07/31 15:54:36

2018/07/31 15:58:36

アクセス日時 閲覧ページ 滞在時間

トップページ

商品一覧

商品 A

商品 B

技術情報

80 秒

16 秒

10 秒

120 秒

マクロ解析

サイト全体のデータをもとに、トラフィックやユーザーの
傾向を把握する

（例：20XX 年 X 月～ X 月のアクセスログを集計分析）

図2-3-1　マクロ とミクロ

　マクロ解析における主要な解析 標には、セッション数、ページビュー数、直 率などがあります。ミクロ解析
では、ユーザーごとの企業名・地域名、見たページの順 や経 、そしてユーザーごとの訪問 度、訪問回数、日
時が主な 標です。

2-3-1　マクロ とミクロ の

マクロ解析における主な 標（関心） ミクロ解析における主な 標（関心）
・ セッション数
・ PV（ページビュー数）
・ ユーザー数
・ CVR（コンバージョン率）
・ 直 率
・ 平 在時間
・ 開始数
・ 広告ごとの流入数やCV数、クリック 価など

・ ウェブサイトを見に来ている企業名や地域名
・  見込み客の ページ経 （見積もり があった見込
み客はどの商品や事 を見ていたのか）
・  広告から流入してきたユーザーがウェブサイトへ流入し
たあとの個 の 経
・ ユーザーの訪問 度・訪問回数・日時

　ミクロ解析を取り入れれば、ウェブサイトに来訪した企業名、見込み客の個 の 経 といった情報が得られ
るため、営業部門を始めとする各部門スタッフのウェブマーケティングへの関心を集め、それぞれの業務にウェブ
解析を活かすことができるようになります。その 果として、全社的にウェブ活用を 進する体制を築くことにも
貢献できます。
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2-3-2　ミクロ を えるツール
　2017年9月現在、「Google アナリティクス」（ユーザー エクスプローラレポート）などの 解析ツールでもミク
ロ解析が可能になってきたものの、まだ機能に制 があるため、ミクロ解析機能に優れた有 解析ツールを導入す
ることが望ましいです。代表的なものとしては「Visionalist」1、「らくらくログ解析」2、「User Insight」3などがあり
ます。

図2-3-2　Google アナリティクスのユーザー エクスプローラ

2-3-3　ミクロ の
　ミクロ解析では、ウェブサイトやウェブマーケティングの改善以外にも、さまざまな部 、特に営業担当との連
携で有用な情報を見つけることができます。

組織名分析（業種分析）から、営業戦略を練る
　アクセスログの IPアドレス情報からユーザーの組織名やページ 内容を べることができます。この組織名
情報を活用して組織ごとのミクロ解析を行えば、営業会議で のような議論ができます。
「 月ウェブサイトを見ていたA社は、すでに製品Bについての取引実績があるが、新たに製品Cに関する技術ペー
ジも見ている。新製品開発プロジェクトが始まっているかもしれないから、 回商談時に製品Cについても提案し
てみよう」
「展 会で名 交 した見込み客の中で、D社が展 会後にウェブサイトを訪れて商品ページを していた。興
を持っているようなので、 客の優 順位を上げよう」
「提案活動中のE社は ページ数も多いし、 在時間も長くじっくりと している。さらに、E社からの訪問ユー
ザー数が増えているので、社内会議で議題に がったのかもしれない。本気度が高そうだから、 回提案時はトッ
プ営業のFさんも同行させて 実にクロージングをしよう」
「今まで 定していなかった電機業界からのアクセスが多い。潜在ニーズが っている可能性もあるため、商品開
発部と連携して電機業界向けの商品を新たに開発してみよう」

1　https://www.visionalist.com/
2　https://www.rakulog.com/
3　https://secure.userlocal.jp/ux/admin
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▼株式会社 A 閲覧経路

2018/07/31 15:54:50

2018/07/31 15:56:10

2018/07/31 15:56:26

2018/07/31 15:54:36

2018/07/31 15:58:36

アクセス日時 閲覧ページ 滞在時間

トップページ

商品一覧

商品 A

商品 B

技術情報

80 秒

16 秒

10 秒

120 秒

A 社からのアクセスがある。
商品ページを見ているので、
商談時に提案してみよう。

株式会社 A

株式会社 B

株式会社 C

D 大学

E 病院

株式会社 F

G 市役所

組織名 業種分類 PV 数

電気機械器具製造業

業務用機械器具製造業

機械器具小売業

学校教育

医療業

情報サービス業

地方公務

120

112

98

78

54

51

37

機械製造業からのアクセスが多いから、
業界向けの特設ページを作ってみよう。

（場合によっては業界向けに商材を開発しよう）

図2-3-3　ミクロ によるユーザーの （1）

問い合わせがあった見込み客の経路分析で商談力を高める
　ミクロ解析は、意思決定プロセスが長い商材を っている企業で商談力を高めることができます。ミクロ解析
データのみでは個人までは特定できませんが、コンバージョンページへのアクセスがあった日時を問い合わせ
と づけることで、問い合わせがあった見込み客の 経 データがどれなのかを できます。見込み客のウェ
ブサイト内での動き（ れたニーズや興 を持っているポイント）から、商談時に持参するカタログの 定や、商談
時にプレゼンすべき論点を定められます。
　さらに、見込み客が商談後にウェブサイトに 訪してきているかどうかを 経 で 認します。商談後の
経 から、見込み客が初回商談を経て興 を持っているポイントを ることで、 得に向けた提案書作成や見
積書作成を進める上で参 できます。
　このように、従来は営業担当の 人的なヒアリングスキルに していたことも、ミクロ解析によって見込み客
の「潜在ニーズ」を知ることができれば、営業担当者の商談力を底上げできます。

▼株式会社 A 閲覧経路

2018/07/31 15:54:50

2018/07/31 15:56:10

2018/07/31 15:56:26

2018/07/31 15:54:36

2018/07/31 15:58:36

アクセス日時 閲覧ページ 滞在時間

トップページ

商品一覧

商品 A

商品 B

技術情報

80 秒

16 秒

10 秒

120 秒

閲覧経路をチェックお問い合わせ獲得

件名：ウェブサイトからのお問い合わせ

本文：
ウェブサイトから下記の問い合わせがありましたので
対応してください。

■お問い合わせ内容
商品 B について興味を持っています。
一度詳しい説明をいただけないでしょうか。

■お名前
山田太郎

■会社名
株式会社 A

■部署
サービス開発部

…

商談前に
閲覧経路を分析

商品 B だけでなく、
商品 A も見ているようだから、
商品 A のカタログも持参しよう！

技術情報を閲覧している。
商品 A の技術的背景について

気にしているようなので、
技術力を論点にアピールしてみよう

図2-3-4　ミクロ によるユーザーの （2）
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メールマガジンや広告の出稿品質改善
　マクロ解析で可能な広告分析は、直 率、コンバージョン率、平 コンバージョン 価といった施策ごとの全体的
な 果 が中心です。これに加えてミクロ解析を行えば、メルマガや広告を経由してウェブサイトを訪れたユー
ザーの 経 を個 に分析できます。 経 から媒体ごとのユーザー行動の 向やニーズの いを する
ことで、広告の出稿方法を見直し、最適化できます。

キャンペーン名 クリック数 コンバージョン数

リスティング広告

リマーケティング広告

メルマガ 2018 号 7 月号

ディスプレイ広告

254,186

12,587

9,987

8,745

421

86

77

65

コラムページ A へ流入した後で、
商品 B やキャンペーン R を

閲覧しているユーザーが多い。
商品 B ページにコラムの紹介を

掲載して読み深めを促進してみよう

アクセス日時 経路表示

IPアドレス

キャンペーン名

都道府県

キーワード

組織名

URL

メディアソース コンテンツ

2018/07/28 08:02:35

2018/07/28 08:03:55

2018/07/28 08:04:11

2018/07/28 08:04:21

アクセス日時 閲覧ページ 滞在時間

コラムページ A

商品 B

トップページ

キャンペーン R

421

86

77

65

2018/07/28 08:02:35 

東京都123.456.789.012

column News201807

株式会社 A

email

ユーザ別経路 コラムページ A （http://example.jp/colimn/201807211415/)

2018/07/28 08:02:59 

愛知県123.456.789.012

column News201807

B 株式会社

email

ユーザ別経路 コラムページ A （http://example.jp/colimn/201807211415/)

2018/07/28 08:03:23 

東京都123.456.789.012

column News201807

株式会社 C

email

ユーザ別経路 コラムページ A （http://example.jp/colimn/201807211415/)
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図2-3-5　ミクロ によるユーザーの （3）

2-3-4　ミクロ の実
　ミクロ解析は、 のような手順で実施します。

1. サンプリング を
　対象期間中のユーザー の中から、どのユーザーを分析対象にするかを 定（サンプリング）します。やみくもに
個 経 を見ていくのではなく、 に げるようなサンプリングを行う 件をあらかじめ設計します。

◦コンバージョンに至ったユーザー
◦訪問回数5回以上で、かつ商品Aページを したユーザー
◦電機メーカーで、かつセミナーページを したユーザー
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2. ミクロ ユーザーを
　サンプリング 件に基づいて、ミクロ解析対象ユーザーをリストアップします。リストアップしたユーザーの
経 を順 に見ながら 向をつかみ、 しく分析を行うユーザーを 定します。

3. を し の を てる
　 したページの特定だけでなく、 した順 や各ページの 在時間、ユーザーの 環境（デバイスや地域
など）にも注目して分析します。ユーザーがウェブサイトを利用しているシーン、ウェブサイトを訪れた目的、知り
たいこと、興 を持っている商材、 にあたってどのようなことに関心を寄せているかといったことについて
説を立て、 当ユーザーをコンバージョンに導くための対策案を えます。

4. の実
　ミクロ解析から導き出せる対策は、ウェブサイトの改善にとどまらず、営業活動の改善や商品企画などの改善に
も広がる場合があるため、必要に応じて担当部門と連携をして対策を 行します。

5. の
　対策を実施したのち、 果 をします。対策の 果はウェブサイト全体に を与えるため、 果 はマク
ロ解析と組み合わせて実施します。

2-3-5　 がりを せるミクロ
　ミクロ解析は、 のようなソリューションとの応用が進んでいます。

ユーザーテストとミクロ解析を組み合わせる
　ミクロ解析以外の代表的な 的 手法の1つに、ユーザーテストがあります。ユーザーテストとミクロ解析を
組み合わせたユーザー行動観察を行うことで、マクロ解析では知ることができないユーザーの心理や感情にも 点
を当てた分析ができるようになります。
　これまでは、ユーザーテストの実施には手間とコストがかかるため、 要性は認 していても導入しづらい分析
手法でした。しかし、 コストで手 に実施できるオンラインサービスが登場し、ユーザーテストが容 になって
きています。

より「個人」を見る流れに
　顧客ニーズの多様化が進み、ターゲットユーザー 1人ひとりにアプローチをする「One to Oneマーケティング」の
要性が高まる中で、ウェブマーケティングにおいても個々の 行動に合わせて個 最適化をしたサービス提供
が求められるようになってきています。しかし、 に べたように、IPアドレス情報のみでは組織名はわかっても、
「個人」までは特定することができませんでした。
　そこで、パラメーターを付与する仕組みを加えることで、「個人」までを特定したミクロ解析ができるツールも登
場しています。この機能を有する主なミクロ解析ツールに「リストファインダー」4、「SATORI」5などがあります。ま
た、近年はDMP（データマネジメントプラットフォーム）を活用したマーケティングオートメーションの導入も進ん
できていますが、DMPに 積させるビッグデータの1つとしてもミクロ解析データが活用されています。

4　https://promote.list-finder.jp/
5　https://satori.marketing/
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1 顧客データを
解析ツールへ登録

2 メールを送信
（メール内に記載のウェブサイトへの
URL に専用パラメーターを付けておく）

3 ウェブサイトへアクセス
（個人判定の目印となるクッキー情報が
ブラウザーに保存される）

4 個人＋ウェブサイト閲覧履歴を集計
（クッキー情報はブラウザーに蓄積されるため、以降はパラメーターが付いて
いなくても同じブラウザーから来たアクセスは個人と紐付けて集計される）

名刺

メルマガ
登録リスト

解析ツール
ウェブサイト

図2-3-6　 を してウェブサイトでの を する み

2-3-6 　ミクロ を う の
　ミクロ解析では、個人を特定する解析を行うため、 のことに注意してください。

関連法規や自社のポリシーを遵守する
　 経 分析は、深く み込んで解析を行うと、個人情報と関連付けたアクセスログ解析を行うこともできます。
　2017年9月の時点では日本国内の法 で個人情報とアクセスログデータを 付けて分析することが されてい
るわけではありません（ただし、当 個人情報の取得の際にアクセスログデータを づけた分析が利用目的に含ま
れている必要があります）が、解析ツールのサービス利用規 や自社のサイトポリシーやプライバシーポリシーなど
によっては個人情報と関連付けた分析が されている場合があります。また、 外国においては、国内法によっ
て個人情報と関連付けたアクセスログ解析が されている場合もあります。したがって、ミクロ解析を実施する
にあたっては、これらの法 やポリシーを 認し、 守するようにしてください。

ミクロ解析で得られるデータと実際の閲覧実態に差異が出ることがある
　多くのミクロ解析ツールではクッキー（第4章参 ）を 用して、ユーザーの を行っています。そのため、実
際には同一人物であっても、経 データとしては のユーザーとして われる場合があります。たとえば、同一人
物がPCとスマートフォンを利用してウェブサイトを訪問した場合、PCとスマートフォンではクッキー情報が な
るため、アクセスログデータ上では ユーザーとみなされます。さらに、ブラウザーのセキュリティ設定でサード
パーティクッキーを受け付けない設定にしている場合は、訪問のたびに のユーザーとしてアクセスログデータに
される場合があります。

　また、組織名を知ることができるのは、 定の IPアドレス を保有している企業からのアクセスに られます。
定 IPアドレスを保有していない企業からウェブサイトへのアクセスがあった場合は、組織名の代わりにプロバイ
ダ名が表 されます。
　このように、 実 とアクセスログデータには が生じる場合があることにも注意をして分析を行ってくだ
さい。
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2-4 〈発展〉ブルー・オーシャン戦略とフレームワーク

　「ブルー・オーシャン戦略」は、競合企業やサービスとの関 性を視点とした事業戦略論の1つです。これまでの
マーケティング戦略は、競 の しい市場「レッド・オーシャン」を開拓する戦略論でした。ブルー・オーシャン戦略
では、競合の少なく、自社が優位な市場「ブルー・オーシャン」を創造します。
　戦略論の 界的第一人者であるマイケル・ポーターを始めとする多くの事業戦略家が「事業が成功するためには
価格戦略か 化（高付加価値）戦略のいずれかを する必要がある」としています。しかし、ブルー・オーシャ

ン戦略では、ユーザーに高付加価値を コストで提供することで、競 者のいない新しい価値の市場を創造し、利
の最大化を実現する戦略です。ブルー・オーシャン戦略について、 しくは の書 を参 してください。

◦『新版ブルー・オーシャン戦略』（W・チャン・キム、レネ・モボルニュ［著］、入山 章 、有賀 裕子［訳］／ダイ
ヤモンド社／ 2015年）

◦『ブルー・オーシャン・シフト』（W・チャン・キム、レネ・モボルニュ［著］、有賀 裕子［訳］／ダイヤモンド社／
2018年）

　ここでは、ブルー・オーシャン戦略で われるいくつかのフレームワークを 介します。自社にとって最適な顧客
に提供する価値を大幅に引き上げることを土 とした戦略であり、このような「価値を大幅に引き上げること」を「バ
リューイノベーション」と びます。

2-4-1　戦略キャンバス
　業界におけるすべての競 要 を べ、自社と競合で買い手にとっての価値の高さ、企業の力の入れ 合を明ら
かにするチャートです。ブルー・オーシャン戦略では、もっとも 要なチャートです。このチャートで表す事業戦略
を「価値 」とも びます。横軸には「業界の競 要 （顧客から見た価値）」を、 軸には各要 に対して「顧客が
どの程度のレベルを 受しているか」をとります。高スコアであるほど、企業がその要 に力を入れていることを意
します。

値
段

製
品
の
種
類

配
送
ま
で
の

時
間

購
入
の
手
間

要
因
５

要
因
６

要
因
７

要
因
８

要
因
９

要
因
10

図2-4-1　 キャンパス

　レッド・オーシャンで戦っている企業の価値 は、主な競 要 すべてにおいて力を入れています。ブルー・
オーシャン戦略では、競合他社とは なる価値を顧客に提供する価値 を目 します。戦略キャンバス上の価値
に「メリハリ」があり、「高い独自性」を持ち、「買い手の心に えるキャッチフレーズ」が思い かぶことが、バ

リューイノベーションを実現する 提となります。
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2-4-2　PMSマップ
　 軸に「パイオニア（Pioneer）」「 行者（Migrator）」「安 者（Setter）」を、横軸に「現在」「 来」を すること
で、ブルー・オーシャンを創造できる製品・サービスを り込むフレームワークです。

パイオニア

移行者

安住者

現在 将来

将来の製品・サービス現在の製品・サービス

図2-4-2　PMSマップ

◦パイオニア ブルー・オーシャン開拓の担い手として顧客に提供する価値を格 に引き上げる可能性がある
◦ 価値 は標準的で、レッド・オーシャンにある
◦ パイオニアと安 者の中間に位 する

　このマップから、現在あるいは 来、パイオニアになる製品やサービスを特定します。 当する製品がない場合
は、創造しなければいけません。ただし、安 者に位 する製品やサービスは現在の大きな収益 であり、パイオ
ニアとなる製品やサービスは初期 階において多大なコストがかかります。パイオニアと安 者のバランスをうま
く取る必要があります。

2-4-3　非顧客層３グループ分類
　十分な利益を得るためには、潜在的な市場を開拓する必要があります。それぞれの非顧客層をターゲットとして
共通点を発見します。

◦第1グループ「 い 」
市場にもっとも近い層で、市場に対して必要最 の支出しかしない層です。ほかの市場へ った人達の共通
点に注目します。

◦第2グループ「利 しないと めた い 」
製品やサービスを した上で、 わないと した層です。製品やサービスに満 できない、あるいは価格
が高すぎると した層です。 々の市場の製品やサービスを わない共通の理由を ります。

◦第3グループ「 から を く い 」
市場からもっとも遠い層で、製品やサービスについて したこともない層です。完全に のセグメントにい
るので、各セグメントの共通の要 を り、製品の となる要 をすべて り込み、 計な要 を ぎ とし
てください。

　グループごとの共通点の買わない理由を解明し、解消できれば大きな売上向上になります。
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2-4-4　買い手の効用マップ
　買い手のステージ（購入から ）に対しどのような 用を生み出すか、ポイント（顧客の生産性から環境への優
しさ）に分けて 用を げるポイントがあるか り出すフレームワークです。
　この表では行に顧客が「経験する6つのサイクル」を、 に「 用を生み出す6つの要 」を し、自社だけではな
く競合の商品も含めて、どこに 力があるかを します。これらの要 は、商品やサービスによって わります。
　 い方は、自社商品が勝っていれば自社と、競合の方が勝っていれば競合と入力し、どちらも当てはまらないの
であれば とします。

購入 品 用 用 保守管理

顧客の生産性

シンプルさ

利 性

リスク

楽しさや ましい
イメージ

環境への優しさ

図2-4-3　PMSマップ

　この 用マップに や競合の製品と新しい製品を評価し、明 な いがわかるようなら、ターゲットユーザー
に新しい優れた 用を提供していることになります。

2-4-5　４つのアクション
　 化と コストを同時に 及するため、 に げた4つの問いを通して、従来の戦略ロジックやビジネスモデ
ルを 新するためのものです。

◦Q1 業界常 として わってい
る要 のうち、取り くべきも
のは か

◦Q2 業界標準と べて らすべ
き要 は か

◦Q3 業界標準と べて増やすべ
き要 は か

◦Q4 業界で今後付け加えるべき
要 は か

業界標準と比べて、思い切り
減らすべき要素は何か

減らす

新しい
価値曲線

業界標準と比べて、思い切り
増やすべき要素は何か

増やす

これまで業界で提供されて
いない、今後付け加えるべき
要素は何か

付け加える
業界常識として製品やサービス
に備わっている要素のうち、
取り除くべき要素は何か

取り除く

図2-4-4　4つのアクション
出 ［新版］ブルー・オーシャン戦略
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　この4つの問いをもとに、取り くことと らすことでコストの を します。また、付け加えることと増や
すことで顧客の付加価値を向上させます。これらの施策によってブルー・オーシャン市場を創造します。

2-4-6 　６つのパス
　6つのパス（経 ）とは、競 者がいない市場「ブルー・オーシャン」を える際の思 経 です。 のような視点で
ブルー・オーシャンになるマーケットを します。

1. 代 産業に学ぶ
2. 業界内のほかの戦略グループに学ぶ
3. 買い手グループに目を向ける
4. 完財や 完サービスを見渡す
5. 機能志向と感性志向を り える
6. 来を見渡す

　従来の戦略思 とブルー・オーシャンの戦略思 を対 して 化すると、 2-4-5のようになります。

経路（パス） 一般的な経営思考

業界から学ぶ 業界内の競合企業に照準を合わせる

今を見る 外部トレンドへの適応を目指す

同じ戦略の
企業から学ぶ

同じ戦略思考の企業と競争ポジションを注意する

買い手に
注目する

単純に買い手・ユーザーの要望に応えようと
注力する

業界製品や
サービスの範囲

業界の枠組みの中で、製品やサービスの価値を
最大化しようとする

機能志向と
完成志向に分ける

業界の機能志向・感性志向に沿って、価格・
パフォーマンス比を改善する

経路（パス） ブルー・オーシャンの経営思考

代替産業に学ぶ 代替財や代替サービスを提供する業界に着目する

将来を見通す 将来に渡って外部トレンドの形成に関わる

他の戦略の
企業から学ぶ

業界内のさまざまな戦略グループを見渡す

買い手グループに
注意する 業界の買い手グループを定義し直す

補完財や補完
サービスを見渡す

業界の枠組みを越えて補完財や補完サービスを
見渡す

機能志向と感性
志向を切り替える 業界の機能志向あるいは感性志向を問い直す

図2-4-5　6つのパス
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2-5 事業ごとの目標とKPI
　ウェブサイトの目標は、事業目標を達成するための数値です。KGIは、その目標を達成するために、組織で目
す数値です。同じになる場合もありますが、 なることもあります。たとえば、ウェブ解析士協会のウェブサイト
の目標は受講生の数や会員の数です。しかし、ウェブ解析士協会の事務 のKGIはウェブ解析士の年収です。年収
が上がるということは仕事で活 しているはずで、そのような人が増えれば、 れる人が受験し、会員を 持する
ことにつながり、事業やウェブサイトの目標を達成できるはずです。つまり、ウェブ解析士協会のウェブサイトの
目標と組織の目 すKGIは なります。私たちは、事業の目標に根ざしたウェブサイトの目標を理解しつつ、組織
のKGIも定める必要があります。まず 種 のウェブの目標を理解し、KGIを定めましょう。

2-5-1　ウェブサイトのモデルによって なる
　ウェブサイトの目標は、事業がウェブに求める目標によって なります。ウェブ解析士がウェブサイトを改善す
るためには、事業の目標に応じて適 にウェブの目標を設定しなければなりません。5つの種 に分けたウェブサ
イトでの設定方法について説明していきます。
◦イーコマースサイトモデル
イーコマースサイトのコンバージョンは売上に直 するため、イーコマースサイトの売上金額や増加率が目標
となります。また、日本では電 での注文が、中国ではチャットツールでの注文が多いので、 せて 定が必
要です。

◦リードジェネレーションサイトモデル
リードジェネレーションとは、見込み客（リード）を増やす（ジェネレーション）マーケティング行 を します。
つまり、見込み客を 得する（集める）ことがウェブサイトの目的となるので、ウェブサイトからの資 求数
やダウンロード数、お問い合わせ数などが 当します。また、イーコマースサイトと同様に電 での問い合わ
せも 定が必要です。ただし、コンバージョン後の商談につながった商談率、商談後 につながった受注率
が 要で、コンバージョンになったあとで成 につながらないならば、そのコンバージョンは価値がなかった
ことになります。

◦メディアサイトモデル
メディアサイトとは、ニュースや専門性がある 事や特定の分野のまとめ 事など、コンテンツ 事を多く掲
し、広告収入を得るものです。また、企業が運営するウェブマガジンやブログなどのオウンドメディアサイ

トも、その1つです。メディアサイトの目的は、購 者の 大と定期的な です。ユーザーからの認知度の
向上や広告や有 会員などによる収益といったメディアとしての収益が高まっているかも 要です。メディ
アとしての目標は、ウェブサイトのユーザー数、ページビュー数、広告クリック率、広告の収益額、有 会員
数などがあります。コンテンツマーケティング 1の場合は、商品やサービスのブランディング・認知度を高めた
り、プロダクトやサービスの理解を深めたりすることを目的としています。コンテンツマーケティングがテレ
ビCMなどに代表される従来の広告やマーケティング手法と なる点は、企業からユーザーに向けてマーケ
ティングメッセージを けることでニーズを 起・ 在化させる、いわゆるプッシュ型の手法ではなく、ユー
ザーニーズに応えるコンテンツを作成し、ニーズが 在化しているユーザーを引きつけるプル型の手法である
という点です。

1　 ユーザーに有益な情報・コンテンツを提供することで自社の商品・サービスのファンになってもらい、購買につなげるための
マーケティング手法です。コンテンツの 式は、動画やテキスト・画 ・イラスト・メールマガジンなど多様で、決まった 式は
ありません。 しくは、第7章で解説します。
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◦サポートサイトモデル
サポートサイトモデルといってもさまざまな方法がありますが、事業が求めることは顧客満 度の向上です。
そして、優れたサポート品 は商品購入 のユーザーにとっても商品 定の 要な情報 になります。商品認
知度を高め、商品購入の参 資 として えれば、この商品はほかより優れている、この企業のサポートが
だから えそうだという評 で販売に貢献することがあります。また、サポートサイトはサポート品 の向
上に貢献します。コールセンターなどのサポートの業務を させ、サポートサイトの運営メンテナンスコス
トを下げます。ユーザーが問題をサポートサイトで解決できればコールセンターへの電 の問い合わせ本数
（回数）が り、応対時間が されることでクライアントの人件費（コスト） につながります。したがって、
コールセンターを持つサポートサイトの場合、ウェブでの 在時間が ければ、それだけウェブサイトでユー
ザーの課題が解決できている可能性があります。サポートサイトでのユーザーの行動から、サービスの改良の
ヒントや製品開発のヒントを得ることもできます。ただし、サポートサイトを 持するコストを下げるために、
ユーザーの関心が いコンテンツをアーカイブしたり、 ・統合したりすることも必要になってきます。

◦アクティブユーザーモデル 2

スマートフォンアプリやオンライン上の利用で見られる 続利用型サービスのビジネスモデルを します。
体的には、さらに2つのモデルがあります。「サブスクリプション型」では商品を購入するのではなく、商品の
利用 を期間に応じて購入する方式です。定期購 の書 、音楽、ソフトウェア、スマートフォンアプリ、メ
ディアなどが当てはまります。Apple MusicやNetflixなどのサービスや、Adobe Creative Cloudなどもサブス
クリプション型のサービスです。もう1つは「都度課金型」で、ソーシャルゲームなど、デジタルアイテムやコ
インなどを購入するモデルです。いずれのモデルも事業の目標を達成するには、サービスにログインするアク
ティブユーザーと、アクティブユーザーで 金を支 うユーザーの 方を増やし、 続的にサービスを利用し
てもらうことが 要になります。そのために設定される目標は、売上、有 会員数、 続率などです。

　このように、目標はウェブの目的や業種によって なっており、ビジネスの目的に合わせた目標を定めます。コー
ルセンターの電 の本数のように、場合によっては、ウェブ以外のデータを取得する必要があります。つまり、KPI
の設定はリアルの部分も視野に入れる場合もあり、同じウェブの改善でも業種や目的によってKPIがまったく な
ることを理解しておいてください。

2-5-2　KGIとKSFとKPI
　ウェブサイトの目標を定めたあとは、目標を達成するための 標である「KGI」を定める必要があります。ウェブサ
イトの目標は事業の目標と直 しています。売上や利益に貢献する数値であり、その数値を達成すれば事業に直接
的に貢献することを説明できなければなりません。
　一方、KGIは必ずしも事業の目標と一 しません。事業の目標を達成するために、カスタマー（顧客）もしくは組
織で い求めるべきバリュー（顧客に提供したいベネフィット）を表した 標です。たとえば、ある 店は、コー
ヒーの文化とリラックスした 間を顧客に提供することをバリューにしていたとします。 店の事業の目標とし
て、目 す売上や利益はあるとしても、売上や利益を達成するために高いコーヒーや大きいコーヒーを売ることで
は、このバリューは提供できないでしょう。
　KGIは、事業の目標を達成することを 提とした上で、組織がこの 標を い求めれば自ずと事業の目標も達成
できる、 続的な顧客との良 な関 を 持・ 大できるといった 標が理 的です。

◦KGI （Key Goal Indicator）
要目標達成 標  最 目標が達成されているかを計 するための 標です。誰でもわかりやすく、これが達

2　発展的な内容で、上級 験の内容です。
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成できたら事業の成果に貢献すると 得できる基準であることが 要です。
◦KSF（Key Success Factor）

KGIやKPIを達成する上で決定的な を与える要 、すなわちKGIやKPIを達成するための要 や施策です。
CSF（Critical Success Factor）とも表現されます。

◦KPI （Key Performance Indicator）
要業績評価 標 KSFの達成度合いを 定するための 標です。

　ウェブサイトの目的からKGIを設定し、それをブレイクダウンしてKPIや
KSFを設定します。
　KPIにすべき 標は、企業や事業によって なります。たとえば、百 店
では品数が多いことがKPIになります。さまざまなお客さまがいろいろな商
品を べるようにすれば、満 度も上がると えられるからです。他方、
業界では品数が多いことはKPIになりません。 業界では、生産品 や
生産 率を高めて競 力を上げることが 要なので、むやみに品数を増やす
と品 や 率を高めることが しくなります。 業界では生産 率がKPI
になるでしょう。

〈発展〉事業の成果につなげるためのKPIの定義の注意点
　KPIの定義ではいくつかの気を付けるべきポイントがあります。
◦多くの事業では複数の目的がある
ほとんどの事業では、1つの目的を い求めることはありません。それぞれについてKGI、KSF、KPIを定
めます。また、サポートサイトの満 度が売上につながるように、複数の目的を連 して最 的な事業の
成果につなげるKPI・KSF・KGIの設定も行います。
◦KPIはKGIの 純な分解ではない

KGIを売上とした場合、KPIをオンラインの売上、オフラインの売上に分解したとしても、KPIとして正し
くはありません。このような分解は にKGIを 分化しただけで、行動につなげることが になります。
あるべきKPIは、その に「オンラインの客 価向上」や「オフラインのキャンペーン強化」などのKSFがあ
り、その施策を支えるKPIを定める必要があります。たとえば「LTVを20%増やす」「オフラインキャンペー
ン集客数を10,000人にする」といったKSFを支える 標がKPIになります。
◦KPIは事業の目標から決める
事業の目的は、 の目標や目的から んで い求めることが本 ではありません。KPIはほかの真 を
するのではなく、事業の目標から分解し、他者が注目していないものの自社にとっては 要な 標を し
求めることで、 化につながり、 得感も高まります。

 ウェブサイトのKGIと目標
　KGIは、その 標を達成すると、ウェブサイトの目標が自ずと達成できるような 標です。売上や利益などの
標になることもあれば、顧客満 度、会員数、販売個数などに き えた 標になることもあります。その数値を
いかけることが顧客の満 度につながり、組織の行動につながるような内容が理 的です。
　ウェブサイトの目標とKGIが同じになることもあります。もし、ウェブサイトの目標とKGIが同じであれば、その
KGIを顧客に伝えたときに、顧客が喜ぶかどうかを えましょう。

KGI

KSF

KSF

KSF

KPI

KPI

KPI

KPIKPI

KPI

図2-5-1　KGIとKSFとKPIの
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2-5-3　イーコマースモデルのKPI
　イーコマースサイトのKGIは、商品の「売上」です。そのため、KPIは のような 標が用いられます。

◦ ・リピート
新規購入者数と2回目以 の購入者数の です。新規購入者 得とリピート購入者 得では、その後、顧客
ごとの売上を伸ばす施策は なるためです。

◦ ・ ・
客 価、購買 度、購買回数が伸びると売上が上がります。これらを 分化して分析することをRFM分析ともい
います（RFMは、それぞれ「Recency（直近の購買日）」「Frequency（購買 度）」「Monetary（購買金額）」のこと）。

◦ ページ  ・ ページ
ウェブサイト上で見られている商品を分析するために、よく 標として用いられます。関心を持たれている商
品を特定するためです。商品名でのサイト内 での 回数も参 になります。

◦ショッピングカート ・ショッピングカート
商品を購買する意 を持たれているか、その後、購入を めているかの 標です。その商品が購買に至らな
かった理由は かを べます。

◦ FAX での 文
商品はオンラインで購入されるとは りません。そこで、これらを し、オフラインでの購入も合わせて成
果として評価する必要があります。

◦CPC・CPA・ROAS
広告を展開している場合は、これらの 標を商品ごとに べます。商品ごとに、広告が関心もたれている
か（CPC）、広告に対して購買につながっているか（CPA）、その売上は広告費用に対し十分 得できているか
（ROAS）を べます。
◦ 文 キャンセル ・
キャンセルされた商品や 品になった商品を特定し、競合と して満 度が かった原 を 究する必要が
あります。

2-5-4　リードジェネレーションモデルのKPI
　リードジェネレーションサイトのKGIは、顧客の「成 数」です。したがって、KPIとしては のような 標が用い
られます。

◦コンバージョン ・ ・
成 につながらないコンバージョンは価値がありません。商談率、受注率を べて成果につながっているか
認する必要があります。

◦ FAX での い合わせ
オフラインでの連 も 繁にあるため、これらのことも べておく必要があります。

◦CPC・CPA
広告のクリック率やコンバージョン 得にかかっているコストを算定し、受注率を見 べて、 にあっている
かを知る必要があります。

◦ホワイトペーパーダウンロード ・メールアドレス
いきなり商談につながる問い合わせを得ることは しいので、 在的 要のない見込み客が関心を持ちそうな
情報やサービスを提供し、見込み客リストを構築することも 要です。このような見込み客 得のために行っ
た施策の 果も 定します。
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◦ の 本 上
リードジェネレーションでは 得した問い合わせの 、つまりターゲットに近く、規模が大きく、大きな売上
が見込めるかという点も 要になります。そこで、これらの 標によって、その問い合わせのインパクトを明
らかにし、対応すべき優 順位を定めることも必要です。

2-5-5　メディアサイトモデルのKPI
　メディアサイトでは、購 者の 大と定期的な が目的です。ただし、サービス内容によって、「広告収益の
大」「商品やサービスのブランディング・認知度を高める」「プロダクトやサービスの理解を深める」など、 体的
な目標は なります。
　購 者の 大と定期的な を 定するKPIとして、 のような 目が げられます。

◦PV数・セッション数・ユーザー数
◦ 在時間・PV数 セッション数・セッション数 ユーザー数
◦ソーシャルメディアエンゲージメント数（いいね 、ブックマークなど）
◦ 事の直 率・ 率・ 在時間

ページビューを増やす
　一般に、メディアサイトは1訪問あたりの平 PV数が少ない 向にあり、その部分を改善していきます。
　 2-5-2は、あるメディアサイトの1訪問あたりの
PV数をグラフにしたものです。1訪問あたりのPV
数は、3ページ以下がほとんどであることがわかり
ます。新規訪問者を増やすことも大事ですが、訪
問しているユーザーに対して、さらに ページか
事を んでもらえる施策を行うほうがPV数を伸ば
すために 率的です。そこで、 のような施策が
果的です。

◦サイトのナビゲーションの見直し
◦コンテンツページ内に の 事のリンクを

り、ほかのコンテンツへの 導を行う
◦ 率などを 認し、訪問者へ適 なコンテンツを提供できているのかを 認する
◦文章がわかりやすく 得できる内容になっているかなどを 認する

　また、1ユーザーあたりの平 訪問回数も 要です。平 訪問回数が多ければ多いほど、このサイトへの関心が
高く、興 を持っているということになります。 続的に訪問してもらうためには、コンテンツの更新 度やよく
されているコンテンツの 認・解析を行うことが 要です。

　サイト内 機能がある場合には、 キーワードの解析を行うことも必要です。どんなキーワードで され
ているのかなどを 認すれば、 りないコンテンツやリライトが必要なコンテンツを見つけることができます。

広告収益を拡大する
　広告の収益をあげるためには、 出を広げることやユーザーの広告への関心を高めることが目的となります。そ
のためには、 のような 目がKPIとなります。
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図2-5-2　1 あたりのPV の



091改訂第10版

ご
と
の

とKPI

2

−

5

◦メールやブログの購 数、解 率
◦広告のサイズ、ターゲティングタイプ、デバイスの 合
◦広告のインプレッション数、リーチ数、クリック数、CTR
◦広告の売上、CPC、CPM

商品やサービスのブランディング・認知度を高める
　ブランディングや認知 大を っている場合、いかに多くの人の目に れ、関心を持ってもらえるかがKPIにな
ります。アクセス解析以外でも、ユーザーの 及数などが参 になります。見込み客の開拓とよいイメージの 及
に貢献できるようにコンテンツを作ります。 のような 標が参 になります。

◦キーワード 順位、外部リンク数、ソーシャルメディア経由流入数
◦商品やサービスの 有名 での エンジン上のクエリー数
◦ソーシャルメディアやブログでのユーザーの 及数、発 内容（ポジティブ・ネガティブなど）

 プロダクトやサービスの理解を深める
　プロダクト・サービス理解を目的としている場合、ユーザーの関心や理解の深さがKPIになります。 のような
目を べます。

◦ページ 在時間、直 率、 率
◦PDFやホワイトペーパーのダウンロード率
◦動画 生時間、完全 生率
◦リピーター率、訪問 度、訪問回数、ページ セッション、セッション ユーザー

2-5-6 　サポートサイトモデルのKPI
　サポートサイトは、顧客満 度を高めることが目的です。サポートサイトを最適化するためには、電 やメール
での問い合わせ 向を分析し、サポートサイトに不 している情報やコンテンツを 加します。たとえば、製品の
ある問題について多くの問い合わせが電 やメールで入ってきているのに、サポートサイトにはその問題に対応す
る情報が掲 されていない場合、対応するコンテンツを 加します。
　サービス内容によって、 のようなことがサポートサイトの目的になります。

◦潜在 要に対する情報提供
◦顧客の問題解決
◦サポートコストを する

　潜在 要に対するへの情報提供の としては、製品の び方や保管方法を掲 し、購入 者へ情報を提供する
ことです。顧客の問題解決の としては、家電機器の い方やトラブルの対 方法を掲 している場合で、機器を
利用しているユーザーのケアが目的です。
　サポートサイトの運用には、コストがかかります。サポートコストを するためにコールセンターのコストを
下げたり、ウェブ解析でユーザーの関心が いページの更新を めたり したりするなどの にも います。
ここで 要なのは、サポートサイトに掲 されているそれぞれのコンテンツは、電 やメールで入ってくる問い合
わせのうち、どの内容の問い合わせに対応するコンテンツなのかを し、 付けておく必要があるということで
す。そのために、コンテンツと問い合わせ内容を 付けて管理しておき、コンテンツを した訪問数と問い合わ
せ数の を 認していきます。たとえば、電 でのサポートではなくとも、サポートサイトでユーザーが自 解
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決できるような な問い合わせがあった場合、電 での問い合わせ数とサポートサイトの 当コンテンツを
した訪問数を 続して 認していきます。この場合、サポートサイトの 当コンテンツを した訪問をコンバー
ジョンとして、電 での 当問い合わせ数と し、コンバージョンの 率が増えていくような施策を実施します。
　サポートサイトでは、求めるコンテンツが掲 されていても、それを「見つけられない」「見つけたが内容が不十
分」ということがあります。「見つけられない」については、 当コンテンツへの流入や を 認し、導 を見直し
ます。「見つけたが内容が不十分」については、コンテンツを したあとにコールセンターの電 が掲 され
ているページやメールの問い合わせフォームページに している訪問が多い場合は、コンテンツの内容が不十分
な可能性があるため、コンテンツの修正を します。この場合は、 当コンテンツを した訪問のうち、電
掲 ページや問い合わせフォームページを している訪問を 外した訪問をコンバージョンとします。

　また、コンテンツが役に立っているかを する 標として、「このFAQは役に立ちましたか 」というようなア
ンケートを行っている場合もありますが、クリックされにくいため、 数が少なく、回 もネガティブになる 向
があります。そのため、アンケート 果は 的 標として う場合が多くなります。そのほかに、コンテンツを
見て解決したかどうかまでを することはできませんが、基準を設けてページの 在時間やヒートマップツール
での 率をコンバージョンとして う場合もあります。最近は動画コンテンツが われることが増え、従来のテ
キストと画 での説明では しかった内容を動画を って説明することが多くなってきており、動画の 生時間や
完了数をコンバージョンとすることもあります。

潜在需要に対する情報提供
　この場合には、 のようなことを 定します。

◦サポートページ でコンバージョンしたセッション
コンバージョンはセッション 位で、ウェブサイトはページビュー 位で 定するので、 純な 標化は し
くなります。そこで、ページの価値を用いることが一般的です。

◦サポートページを して ページ（またはその ）を するユーザー
その製品がユーザーの求めているニーズ（機能や性能）を満たしているかの情報を収集している可能性があり
ます。このような 行動やサイト内 行動を して、潜在・見込み客への情報提供や販促活動に活かす
施策も えられます。

◦サポートページのページの
「そのページを経由した売上 ユニークページビュー数」をページの価値として定義します。コンバージョン
に近いページほど、ページの価値は上がります。

顧客の問題解決
　顧客の満 度を直接的に 定することは ですが、 のような内容から することができます。

◦ が なため い合わせになっている
コールセンターの電 が掲 されているページやメールの問い合わせフォームページに している訪
問をコンバージョンとします。

◦サポートページ ・
サポートページに「この内容は役に立ちましたか」という 問を 尾に設 し、「はい」「いいえ」や数 階評価
にすることで、満 度とその理由を 定する方法です。不満の数が多いサポートページは問題があるので改善
すべきページであるという につながります。

◦ ・
ヒートマップツールやインタラクション解析でスクロール 達率をページごとに 定します。動画によるコン
テンツを提供しているのであれば、視 数や視 時間を 認します。よいサポートページなら、最後まで見ら
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れていると 定でき、特に関心が高いところがあれば、その内容をより 点的に改善するということも えら
れます。

◦サポートに するアンケート
ユーザーとのコミュニケーションがとれる場合、サポートを した会員などにNPS 3などのアンケートをと
ることで満 度を定期的に 定します。デプスインタビューによるヒアリングでもよいでしょう。

◦サポートサイトのページでの ・
サポートサイトのページで している 合が高いページや しているページは、内容に満 しているのか、
不十分で しているのかを 認する必要があります。不十分な場合には が必要かもしれません。また、
に 介すべきページへのリンクを加えることで適 なページへの 導を促すことを します。

◦サポートを めるユーザーのサイト
サポートを求めるユーザーの 果での 果件数（ 件なら求めたサポートは受けられていない）、サ
ポートコンテンツへのセッション数、（求めた情報ではないための） 率が げられます。

サポートコストを削減する
　サポートのコスト 果をサポートモデルと関連付けるためには、 の関 を明らかにする必要があります。

◦FAQのトラフィックとコールセンターの受電数の関
◦アクセス解析に基づくページの改良とサポートサイトの 持コストの関

　そのためには、 のようなことを 定したり、 い出したりします。

◦コールセンター ・コールセンターコスト
コールセンターへの問い合わせ件数が った分を 定します。 体的にウェブで 定することは しく、月
コールセンター受電数と 数、ウェブでのサポートサイトコンテンツ強化の貢献を べます。

◦ ページビュー が ないページ
サポートサイトも 持にコストが かります。ユーザーの関心が いページは 持コストを下げることも必
要です。ページビュー数が少ないページで、かつ 性のないものやサポート対象ではないものを した
り、まとめたり、アーカイブとして更新対象から外れていることを明 したりしてコストを下げます。

多様化するサポートチャネル
　ユーザーサポートのために用意されているチャネルは、サポートサイトだけではありません。以 からのチャネ
ルである電 やメールに加え、最近ではチャットやチャットボットを利用した自動応対も増えてきています。
　いくつかの 果から、対象の製品やサービス、ユーザーの年 層などによって 合に はあるものの、多
くのユーザーは利用製品やサービスに対して問題や 問があるとき、 かしら自身で解決方法を べたり、電 や
メールで問い合わせる にサポートサイトなどで自 解決を みる 向があることがわかっています。また、必ず
しも電 での な説明を求めているわけではなく、時間や手間をかけずに問題を解決することも望んでいます。
　そのため、企業 もサポートサイトを充実させることで、ユーザーが自 解決可能な 的 な問い合わせは
できるだけウェブで、内容が しかったり 性の高い問い合わせは電 で対応するというように、問い合わせの
内容ごとに適 なチャネルで対応しようとしています。したがって、その目的に ったコンバージョン設定が必要
になります。

3　 「Net Promoter Score（ネット・プロモーター・スコア）」の略で、顧客ロイヤルティや顧客の 続利用意向を知るための 標です。
「顧客 度」や「正 者 率」と訳される場合もあります。

4　参 Real Analytics（リアル アナリティクス）http://analytics.hatenadiary.com/entry/20131105/p1
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2-5-7 　〈発展〉アクティブユーザーモデルのKPI 4

　アクティブユーザーモデルのKPIは、「サブスクリプション型」と「都度課金型」で若 わってきます。両方に共
通する 目は、訪問者です。代表的なKPIは、DAU・WAU・MAUなどの期間内のユニークな訪問者数です。それぞれ
の定義は、 を参 にしてください。このモデルでは、訪問ではなくユーザー 位で評価を行うため、セッショ
ンやページビュー数などはKPIとして利用されることはありません。また、「 続率」も両方の型で共通のKPIにな
り、「 日 続率」「 続率」「 月 続率」などが利用されます。
　サブスクリプション型でユニークなKPIとして「チャーン率（解 率）」が、都度課金型でユニークなKPIとして「課
金率」「ARPPU」などが げられます。それぞれの用語を 認しておきましょう。

サブスクリプションサイトの用語の定義
◦DAU
「Daily Active Users」の略です。1日の間にそのサービスを利用した人数を します。アクセス解析でよく
う「セッション」という はアプリではあまり用いられず、ユーザー 位での集計や分析を行います。1 間
のアクティブユーザーを「WAU（Weekly Active Users）」、月間のアクティブユーザーを「MAU（Monthly Active 
Users）」といい、こちらも分析でよく われます。近い定義としてユニークブラウザーという 位もあり、「DUB
（Daily Unique Browsers）」や「MUB（Monthly Active Browsers）」も われます。 期的な成長を見る場合は

DAUやWAU、中長期的な成長を見る場合はMAUを 視します。
◦
ある期間の訪問者の中で支 いをした人の 合を します。イーコマースにおけるユーザー 位のコンバー
ジョン率（CVR）と同じです。なお、「支 う」という意 の「スペンド」を ったスペンド率という 葉もありま
すが、同じ意 になります。ウェブにおけるコンバージョン率の とほぼ同じです。

アクティブユーザー 100
◦ARPPU（Average Revenue Per Paid User）
「Average Revenue Per Paid User」の略 で、「アープ」と ばれます。課金した人の平 価を し、イーコ
マースにおける「平 購入 価」で、「ある期間において平 でいくらのお金を ってもらったのか」を しま
す。売上を上げるためには、ARPPUを上げる施策が 要になります。ARPPUも課金率と同じく、日 位、月
位などで 認されますが、サービス全体の を 認するには月 位、その日に行われた施策（イベントな

ど）を 認するには日 位で分析されることが多くなります。
 
　したがって、都度課金型の月の売上は のように計算できます。

の 上 MAU ARPPU

　実際には 分化することができますが、基本的にはこれらの3つの 標を高めることで売上の向上を目 します。
つまり、3つの 標は、 のようなことを目標としているといえます。

◦MAU 新規ユーザーを増やし、 ユーザーには 続してサービスを利用してもらうこと
◦課金率 より多くの人にお金を ってもいいと思ってもらうこと
◦ARPPU よりたくさんのお金を出してもいいと思ってもらうこと

　サブスクリプションでは、日または 位で、これらのKPIをモニタリングしながら改善していくことになります。
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事業主が たようなサービスを複数展開している場合、運用しているそれぞれのアプリのDAUや課金率、ARPPU
を して成 を評価します。

◦
サービスを続けて利用してくれるユーザーの 合を します。たとえば、100人が1月1日に来て、1月8日にそ
のうちの30人が ってくると「7日後 続率」は30 となります。8日ではなく1月6日に ってきた場合は 続
率にはカウントしません。また、1月8日に 度訪問しても ってきただけでは7日後 続率にはカウントせず、
あくまで「その日に った人」をカウントします。そのため、DAU・WAU・MAUと同様に、 日 続率、
続率、 月 続率など、さまざまな 位で利用される 標です。
続率には「新規 続率」と「 続率」の2種 がありますが、一般には新規 続率を 標として利用します。
サービスが成長するためには新規のユーザーが増え、かつ 続的に ってもらうことが必要だからです。DAU
を増やすためには、 める人の数よりも多くの新規ユーザーを増やすことが大 です。 めていくユーザーを
0にすることは、どんなサービスでも 理です。したがって、多くの新規ユーザーに 続してもらうことが、
DAUを伸ばすことにつながります。ユーザーに課金してもらうためには、 り し ってもらうことが非常に
大 です。「 り し ってもらう」ということを数値化・可視化した新規 続率は、都度課金型サービスのリ
リース当初はもっとも大 なKPIです。

Google アナリティクスであれば、コホート分
析のレポートを うことで、 続率を に
認できます。 続率を上げるためには、「ま
た明日も いたい」と思わせることを目 し
ます。そのために「 続利用することにお得
感」を提供することが大 です。ソーシャル
ゲームであれば、毎日ログインするとアイテ
ムがもらえる「ログインボーナス」や「連続ロ
グインボーナス」などを用意します。ほかに
も、毎日利用することによる機能開 や、プッ
シュ通知の活用なども 続率の向上に一役買
います。

◦チャーン （Churn Rate）
サブスクリプション型のサービスにおける解 率を します。たとえば 月には100人がサービスを利用して
いて、そのうちの10人が今月サービスの利用を した場合のチャーン率は10%になります。新規の利用人数
を増やしても、それ以上に解 人数が多くなってしまっては、全体の利用人数は 少してしまいます。新規
得だけに目を向けるのではなく、解 率を下げるための取り組みも同じくらい 要なため、サブスクリプショ
ン型においてはチャーン率が非常に大 なKPIになります。
チャーン率を下げるためにできることは大きく分けて2つです。1つ目は本 的な で、サービス自体を 続し
たくなるような、より 力的なサービスにしていくことです。新しい機能の 加や、コンテンツの 大などが
えられます。もう1つの方法は「 」をなくすことです。 いにくい、わかりにくい、成長や利用による 果を
実感できない、モチベーションが下がってしまったといったネガティブな思いに対して、サービスとして が
できるのかを模 し、施策を行う必要があります。
いくら流入が多くても流出が多くては に わってしまうので、チャーン率を改善するための施策を 続的
に行うことが されます。

図2-5-3　Google アナリティクスのコホート レポート
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2-6 事業計画の立案
　目標を達成できるかの 要なポイントとして計画立案の能力が されます。目標の数値を達成するためには、
「いつまでに」「 を」「どれくらい」実行すればよいのかを的 に定めていくことが 要です。事業全体の を
認した上で、事業目標を達成するためにウェブサイトの役 や目標を決め、それをKPIに とし込みます。計画立
案の 階で、どのようなプロセスやKPIを経てKGIを達成していくのかをあらかじめ決めておけば、 定どおり目標
達成に近づいているか かの計 や評価ができます。
　Google アナリティクスやウェブ解析ではさまざまな数値を いますが、一部の数値にとらわれると、事業の本
的な問題を見 してしまいます。しっかりと事業計画レベルからウェブサイトの改善 標まで とし込んで計画
を立てることが 要です。

2-6 -1　イーコマースの
　イーコマースの目標は、売上金額を上げることです。ユーザーが1回の買い物でいくら購入するかという金額を
「客 価」といいます。客 価は、売上金額をコンバージョン数（購入者数）で ることで算出できます。

（平 ） 上 コンバージョン

　売上は、客 価にコンバージョン数を けることで算出できます。

上 （平 ） コンバージョン

　したがって、客 価を向上させるか、コンバージョン数を増やすかで売上の構成 が わることがわかります。
コンバージョン数は、サイトのセッション数にコンバージョン率を けることで算出できます。

上 サイトへの コンバージョン

イーコマースで目標売上を達成するKPIを定める
　たとえば、100万円の売上を達成するためには、客 価1万円ならば100件のコンバージョンが必要です。このと
き、コンバージョン率1 であれば、必要なセッション数は1万件です。
　では、現 のセッション数が8,000件だとすると、売上目標達成のためにはセッション数をどれだけ増やさなけれ
ばならないでしょうか。あるいは、コンバージョン率を 上げなければならないでしょうか。そして、客 価を
いくらにすればよいでしょうか。

2-6-1　あるイーコマースサイトの と

現 改善案1 改善案2 改善案3
CVR 1.00 1.00 1.25 1.00
セッション数 8,000件   10,000 8,000件 8,000件
客 価 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥12,500
売上 ¥800,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000
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　施策としては、セッション数を2,000件増やす（改善案1）、あるいはコンバージョン率を1.25 に改善する（改善案
2）、客 価を1万2,500円に上げる（改善案3）ことが えられます。このように、目標から 算して成果につなげる
ために、 をどのように改善するかを明 にすることがウェブ解析士に求められます。
　改善案1の実行のために 果と連動するリスティング広告を活用すると、自 流入以外で2,000件増やす場
合、1クリックあたり100円のコストを見込むと、20万円の広告 算が必要です。
　 の を見てみましょう。売上150万円のネットショップが、売上を240万円まで伸ばすために、リスティング広
告を計画しています。 の経験から受注 価は3万円とわかっています。また、リスティング広告費用は1クリッ
クあたり100円とします。各値は表2-6-2の「現 」のとおりです。

2-6-2　あるイーコマースサイトの と （ 実 ）

現
（自 流入セッション数） 5,000件 5,000件
（リスティング広告経由流入セッション数） 実施 3,000件
トータルセッション数 5,000件 8,000件
コンバージョン数 50 CVR1 80

売上金額 ¥1,500,000 客 価¥30,000 ¥2,400,000

　リスティング広告費用を算出するために、目標とする売上金額から「 算」します。

1. 売上目標が240万円で客 価が3万円なので、必要なコンバージョン数は80です。
2. コンバージョン率は1 なので、必要なセッション数は8,000件です。
3. 自 流入は5,000件なので、必要なリスティング広告経由のセッションは3,000件です。
4. リスティング広告は1クリックあたり100円なので、必要な広告費用は30万円となります。

　広告の 算も、目標の売上を達成するために必要なセッション数から決めると 得できる 算となります。

〈発展〉将来の価値を見積もるライフタイムバリュー（LTV）
　一般的な法則として、新規顧客に販売するコストは 顧客に販売するコストの5 といわれており、「1:5の法則」
と ばれます。そして、顧客 れが5 改善すれば25 利益が改善するともいわれており、こちらは「5:25の法則」と
ばれます。このように、 顧客との関 の 持は収益に直 する 要な施策です。
　「ライフタイムバリュー」（Lifetime Value LTV）とは、企業が 来に渡って顧客との関 の中で得ることのできる
的価値利益の合計で、顧客生 価値とも ばれます。

LTV あたりの平 の平 平

　年間の平 購入回数や平 の 続年数は、すでに購買回数や購買 度のデータがあればそこから算出しますが、
データが不 している場合は経験から に値を決めることもあります。1人の新規ユーザーを 得するための上 費
用は注意深く える必要があります。一生に一度しか購入しない性 を持つような商品を き、ユーザーが満 す
ればサイトを訪れ、同じ製品やほかの製品を購入します。
　一方で、ユーザーが一度の商品購入しかしないと 定すると、本来かけてもよい費用よりも い額でしか広告を
行うことができず、中長期に渡って利益をもたらしてくれる顧客を得る機会を してしまいます。このLTVを計
算した上で 件顧客を 得するのにかけてよい費用（CPA）の上 を「上 CPA」と びます。上 CPAは、ライフタ
イムバリューの売上から、 のように算出できます。
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上 CPA LTV

　 利（売上ー 動費）から算出する場合は、 のようにも計算できます。

上 CPA 利 （LTV LTV の ）

　では、 のようなイーコマースサイトの場合を えてみましょう。

あるイーコマースサイトの

メルマガ 商品Aアップセル率 5% メルマガ購 数 100,000
商品A 商品Bアップセル率 20% 商品A 価 2,500
商品B平 購入 度 4 商品B 価 10,000
商品B 商品Cアップセル率 15% 商品C 価 25,000
商品C平 購入 度 3 広告 算 率 20%

　このイーコマースサイトでは、メルマガ 者 得のために最大いくらまで広告費用をかけてよいと えられるで
しょうか。ここで、 来にわたる購入を まえたLTVの え方を用います。順 としては、まずメルマガ 者の平
売上金額を算出し、その売上金額に対してイーコマースサイトのルールである広告 算上 を適用します。

◦商品A購入者のうち、20 が商品B（ 価10,000円）を平 4回購入する
10,000円×4回×20 8,000円
◦商品B購入者のうち、15 が商品C（ 価25,000円）を平 3回購入する

25,000円×3回×20 ×15 2,250円

　このことから、商品Aを購入した人の平 売上金額は、 のように算出されます。

2,500 8,000 2,250 12,750

　したがって、メルマガの 者のうちの5 が商品Aを購入するので、メルマガ 者の平 売上金額は のように算
出されます。

12,750 5 637.5

　最後に、このイーコマースサイトのルールである広告の上 算 率である20 を適用すると、メルマガ 者新
規 得の上 費用が算出できます。

637.5 20 127.5
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2-6 -2　リードジェネレーションの
　ウェブサイトだけで完 するビジネスは、ごく少数です。多くの企業では、サイトから問い合わせた見込み客に
商談などの交 が必要です。このようなビジネスでは、ウェブサイトは見込み客（リード）を 得することが目的と
なり、「リードジェネレーション」としての役 を果たします。サイトでのコンバージョン（お問い合わせなど）は、そ
のままでは なる見込み客であり、売上につながるとは りません。
　リードジェネレーションサイトのウェブ解析に求められるのは、サイト上のコンバージョンに加えて、どの程度
商談までたどり いたのか、そのうちのどの程度が
まで び付いているのかといった 標を すること
です。リードジェネレーションでは、コンバージョンに
商談率と受注率をかけて「 数」を、「受注数」と「客
価」をかけて売上を算出します。
　たとえば、不動産会社なら、コンバージョンした物
件の問い合わせに対して物件の内 まで至った 合が
「商談率」です。「受注率」は、内 した見込み客のうち、
実際に物件を した数です。また、BtoBの企業の多
くも「商談」「 」というプロセスが必要になります。
　商談率とは、ウェブサイトにおけるコンバージョンの
あと、商談に びついた案件数（ユーザー数）を す 率です。商談率を介すると、コンバージョン数と商談数の関
は のようになります。

コンバージョン

　160件のコンバージョンがあって、商談率が25 の場合、商談数は40件となります。受注率とは、商談に入った
ユーザーが実際に売上につながる行動（ ・受注）を取った率です。商談数と受注数の関 は、 のとおりです。

　たとえば、受注率が25 の場合、商談数が40件あると、受注は10件となります。
　これらから売上を算出する計算式は、 のようになります。

上 コンバージョン

　たとえば、客 価10万円で商談率25 、受注率25 のウェブサイトなら、コンバージョン数が160あっても、商
談数は40件、受注数は10件となり、売上は100万円となります。
　さらに かく 標を定めると、 のようになります。

上 コンバージョン セッション

　そこで、ウェブサイトの改善によって、直 率を らして回 数を増やしたり、回 率を下げたり、フォー
ムやキャンペーンの見直しからフォーム 達数を伸ばしたりすれば、コンバージョン率やセッション数を向上させ

図2-6-1　リードジェネレーションにおける の

セッション
20,000 人

回遊数
8,000 件

フォーム到達数
800 件

CV
160 件 商談数

40 件
10 件直帰率

60%

回遊
離脱率
90%

商談率
25%

受注率
25% 受注

フォーム
離脱率
80%



100 ェ

析
とKPI

第
2
章

て最 的な売上を伸ばすことができます。

リードジェネレーションの計画立案とKPI
　たとえば、売上800万円のリードジェネレーションサイトがあったとしましょう。客 価100万円の場合、8件の
受注（ ）が必要です。商談率20 、コンバージョン率1 であれば、このサイトのセッション数は8,000件となり
ます。
　では、売上1,000万円を目標にすると、売上目標達成のためには、コンバージョン率、商談率、受注率を に
する必要があるでしょうか。

2-6-3　あるリードジェネレーションサイトを つBtoBビジネスの と

現 改善案1 改善案2 改善案3

受注率 50.00 50.00 50.00 62.50

商談率 20.00 20.00 25.00 20.00

CVR 1.00 1.25 1.00 1.00

セッション数 8,000件 8,000件 8,000件 8,000件
客 価 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000

売上 ¥8,000,000 ¥10,000,000 ¥10,000,000 ¥10,000,000

　施策として、CVRを1.25 に増やす（改善案1）、あるいは商談率を25 に改善する（改善案2）、受注率を62.5 に
上げる（改善案3）などが えられます。このように、リードジェネレーションでは、商談率や受注率を改善すること
で目標金額の達成に近づけることができます。
　では、受注率や商談率はどうすれば改善できるのでしょうか。受注率や商談率を改善するには、ウェブサイトの
改善では大きな 果は見込めません。これらの 標を改善するには、受注につながる成 度の高いコンバージョ
ンを 得するようにマーケティングを行う必要があります。また、営業の 率化やプレゼン能力の改善も必要です。
一般に、リードジェネレーションのビジネスにおいて、ウェブサイトを構築する際に作られたコンテンツを営業用
資 にすることや、商談時の対応を問い合わせ内容からマニュアル化するなどの施策が 果的です。
　 の は、ある企業が1,000万円の売上を1,500万円に伸ばすことを目標にした際の数 です。このとき、リスティ
ング広告費用は1クリックあたり100円とします。それぞれの値は「現 」のとおりです。リスティング広告にいく
ら 資すれば、目標金額（売上金額）になるでしょうか。

2-6-4　あるリードジェネレーションサイトを つBtoBビジネスの と 1

　 現 1

（自 流入セッション数） 6,400件 　 6,400件
（リスティング広告経由流入セッション数） 実施 　 3,200

コンバージョン数 80 CVR1.25% 120

商談数 20 商談率25% 30

受注数 10 受注率50% 15

売上金額 ¥10,000,000 客 価¥1,000,000 ¥15,000,000

　リスティング広告費用は、目標とする売上金額から 算します。
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1. 売上目標が1,500万円で客 価が100万円なので、必要な受注数は15です。
2. 受注率が50 なので、必要な商談数は15 50 30です。
3. 商談率が25 なので、必要なコンバージョン数は30 25 120となります。
4. コンバージョン率は1.25 なので、必要な流入（セッション）数は9,600件です。
5. 自 流入は6,400件なので、必要なリスティング広告経由の流入（セッション）は3,200件です。
6. リスティング広告は1クリックあたり100円なので、必要な広告費用は32万円となります。

　売上目標の1,500万円から 算すると、必要なセッション数は9,600件とわかります。自 流入数が わらないと
すると、必要なリスティング広告経由のセッション数は3,200件となり、リスティング広告費用は32万円と計算でき
ます。
　目標達成の手 は広告だけではありません。営業の商談内容を改善することで、商談率を上げる を見てみま
しょう。商談率を5 改善して30 にした場合、リスティング広告の 算はいくらになるでしょうか。

2-6-5　あるリードジェネレーションサイトを つBtoBビジネスの と 2

現 2

（自 流入セッション数） 6,400件 6,400件
（リスティング広告経由流入
セッション数）

実施 1,600

コンバージョン数 80 CVR1.25 100 CVR1.25

商談数 20 25  30 30

受注数 10 受注率50 15 受注率50

売上金額 ¥10,000,000 客 価¥1,000,000 ¥15,000,000 客 価¥1,000,000

　改善案2では、ランディングページの改善で商談数を上げることに成功したため、必要とされるセッション数が
改善案1の場合より少なくなります（9,600 8,000）。その 果、必要とされるリスティング広告経由の流入は1,600
となり、リスティング広告費用は16万円と計算できます。

1. 売上目標が1,500万円で客 価が100万円なので、必要な受注数は15です。（ 化なし）
2. 受注率が50 なので、必要な商談数は15 50 30になります。（ 化なし）
3. 商談率が30 になったので、必要なコンバージョン数は30 30 100となります。
4. コンバージョン率は1.25 なので、必要な流入（セッション）数は8,000件になりました。
5. 自 流入セッション数は6,400なので、必要なリスティング広告経由の流入（セッション）は1,600件です。
6. リスティング広告は1クリックあたり100円なので、必要な広告費用は16万円となります。

　商談率の改善のため、たとえば、 に問い合わせがあった顧客を対象として、 の事 集のウェブページを
メールで 介したとしましょう。これにより、同様の目標を達成するために必要な広告費用は改善案1と べて16
万円安くなります。このように えると、商談率の改善に16万円までならコストをかけてもよいことがわかります。
あるいは、広告費用は毎月発生するのに対して、商談率の改善の 果は一時的ではなく、 久的に 続することを
えれば、商談率の改善は16万円以上の費用をかけても「 に合う」ということになります。
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〈発展〉MQL・SQL　リードのクオリティで分けて管理する方法
　従来、リードジェネレーションサイトでは、コンバージョン、商談率、受注率というようなフェーズを分けて計
画立案していました。しかし、リードを 得するという役 を えると、 え方を見直す必要性が出てきました。
　「資 求」のようなわかりやすいコンバージョンページだけではなく、ホワイトペーパーのダウンロードメール
ニュースの購 など、多岐にわたるリード 得ページを作るケースが増えています。リードジェネレーションの成
を するのは、 なる転 率（商談になった、受注になった）だけではなく、 や内容を えないと成 は

しなければいけない業種もあります。また、 純にキャンペーンごとのコンバージョン 商談 受注という流れで
はなく、商談に至ったリード と受注活動に至ったリード に分け、それぞれ個 に施策を行うこともあります。こ
のようなリードをクオリティ（受注に至りそうな 度）で分けて管理します。
　MA（マーケティングオートメーション）ツールは、クッキーをベースに、リードによるページ やメールの開
・クリック、ソーシャルへの 応、フォームのコンバージョンなどを管理します。MAツールでは、それぞれのア
クションに点数を加算するスコアリング機能を していることが一般的です。また、リードが した個人情報
や企業情報、外部データベースと連携した企業情報などの 性情報もスコアリングの対象となります。 性ベース、
行動ベースのスコアをもとに、 のようにリードのレベル分けを自動で行うことが可能です。

◦MQL（Marketing Qualified Leads）マーケティング対象リード
マーケティング施策が実施できるクオリティのリードとなるユーザーのリストです。ウェブサイトでコンバー
ジョンしたユーザーや展 会で入手した名 など、メールアドレスといった個人が特定できる最 の情報を
持ち、メール などのマーケティング施策を行うことができるクオリティのリードです。

◦SQL（Sales Qualified Leads）セールス対象リード
セールス活動実施できるクオリティのリードとなるユーザーのリストです。MQLとの は企業によって な
りますが、 としてBANT情報があるリードをSQLとしているケースがあります。BANTとは「Budget（ 算）」
「Authority（決 ）」「Needs（必要性）」「Timeframe（導入時期）」の 文 で、これらの情報がわかると営業活
動ができます。

　MQLやSQLはキャンペーンごとに 積し、 応がなくなったら することでリストを改善することになりま
す。MQLやSQLとなったリストに対して、リマーケティングやセミナーなどさまざまなウェブに らないキャン
ペーンを展開し、受注 度を上げていきます。
　 ほどの定義をさらに 分化すると、 のようになります。

CVR MQL SQL

　MQLやSQLと同様に、 位はセッションではなくユーザー 位である点に注意してください。

　ファネルの上部でのコンバージョンは「製品やサービスへの意向度が いものの 得数は多い」という 向があ
り、下に進むにしたがって「意向度は高いが 得数は少ない」という 向があるため、施策の組み合わせによって

〈発展〉ROMIの算出
　さらに、売上にマーケティングにかけたコストで り すことで「ROMI（Return of Marketing Investment／マー
ケティング 資回収率）」を求めることが可能です。

ROMI（マーケティング ）（（ CVR  
）（マーケティングコスト）） マーケティングコスト 100
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各転 率は 動します。そのため、MAツールに
はコンバージョン施策ごとに転 率を できる
機能が されている場合が多いのです。たとえ
ば、「MQLに展 会 案内クーポンを る」のは
MQLからSQLに転 するためのコンバージョン
施策であり、「ホワイトペーパーをリードではない
人だけにウェブで表 する」のは訪問者が資
求（コンバージョン）してMQLに転 するための
コンバージョン施策です。
　このリードジェネレーションサイトで、受注数を
20件にするためのMQLは、 のようにして算出で
きます。

◦20件 50.00 40件（商談数）
◦40件 40.00 100件（SQL）
◦100件 50.00 200件（MQL）

　そこで、200件のMQLを 保するために、 のような施策が えられます。

◦リードに 力的なメールを る
◦そもそも訪問者にホワイトペーパーをプレゼントしてリードを増やす
◦訪問者を増やすため広告を打つ

　また、CRMツールを活用することで、営業部門の活動も 分化した転 率管理が可能です。アポイント 得、訪
問、提案、 、価格交 、決定、 などのフェーズごとに数値管理や売上 を行う「パイプライン管理」を行
う企業が増えています。
　このように、MAやCRMを活用してリードジェネレーションから営業活動までを一連の施策として管理すること
が可能になった現在は、ウェブ解析を行うマーケティング部門と、見込み客の 応をよく知る営業部門で情報を共
有し、より成果につながるパターンを模 することが、ますます 要になっています。

2-6 -3　〈発展〉メディアの計画立案
　メディアサイトでは、PV数がもっとも 要な 標です。たとえば、現 が100,000PVのメディアサイトを
150,000PVに伸ばす場合、広告などを用いてセッション数を増やすか、訪問したあとの回 を促すことになります。

2-6-6　あるメディアサイトのPV と

現 改善策1 改善策2

PV数 100,000 150,000 150,000

セッション数 50,000 75,000 50,000

PV数 /セッション数 2.00 2.00 3.00

　この場合、PV数 /セッション数が2.0であれば、セッションを25,000件集客するか、PV数 /セッション数を3.0ま
で伸ばせば目標を達成できます。

訪問者 30,000

リード 1,500

MQL 150

SQL 75

商談数 
30

受注数 
15

CVR 5.00%

MQL転換率 5.00%

SQL 転換率 50.00%

商談率 40.00%

受注率 50.00%

から までのファネル図
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2-6-7　あるメディアサイトのPV と

現 改善策1 改善策2 改善策3

PV数 100,000 150,000 150,000 150,000

セッション数 50,000 75,000 50,000 50,000

PV数 /セッション数 2.00 2.00 3.00 3.00

直 率 80% 80% 80% 60%

直 数 40,000 60,000 40,000 30,000

回 PV数 60,000 90,000 110,000 120,000

回 数 10,000 15,000 10,000 20,000

回 PV数 /回 数 6.00 6.00 11.00 6.00

　さらに直 率に注目します。直 数は ページしか見ないセッション数なので、直 していないセッションのPV
数と直 していないセッションのPV数 /セッション数を算出します。直 していない（回 している）PV数とセッ
ション数を、それぞれ回 PV数と回 数と びます。PV数 /セッション数を改善するには、直 数を らして回
を促すか、直 率を改善して回 を促すことが求められます。この関 は、 の数式で表せます。

セッション

　改善案2は、回 するセッションでのPV数（回 PV数 /回 数）を増やす施策です。PV数を150,000にするには、
PV数から直 数を いた回 PV数が110,000件必要になるので、 のような式が導かれます。

PV / （PV ）（セッション ）
　　　　　　　　 （150,000 40,000）（50,000 40,000）
　　　　　　　　 11.0

　つまり、現 よりも平 で5ページ回 するようにPV数を増やすと目標を達成できることになります。
　改善案3は、直 率を改善して目標を達成する場合です。

PV / （PV ）（セッション ）
　　　　　　　   6 （150,000 x）（50,000 x）

　この方程式を解くと、直 数（x）が30,000であることがわかります。

（ セッション ） 100
　　　 （30,000 50,000） 60

　つまり、現在よりも直 率を20 改善すると、目標を達成できることがわかります。
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2-6 -4　〈発展〉サポートモデルの計画立案
　サポートサイトでは、「潜在・見込み顧客への情報提供」「顧客の問題解決」「サポートコストの する」などが目
的となります。
　潜在・見込み顧客への情報提供は、メディアサイトと同じ計画立案方法です。サポートコスト の計画立案の
を 介していきましょう。

サポートコストを削減する
　サポートコストを するための計画立案では、サポートサイトへの とコールセンターの運用コストの
関 を明らかにする必要があります。ここでは、 のような 標を用います。なお、サポート一 ページに 達し
ただけではサポートコスト 果は いため、サポート ページが 標となります。

◦サポート一 ページ サポートサイトの一 ページのユニークページビュー数
◦サポート ページ 個 のサポートに関するコンテンツを掲 しているページのユニークページ
ビュー数

◦ コールセンターにかかってきた電 の本数
◦ コスト コールセンターの電 対応のコスト
◦サポートページ サポート一 ページからサポート ページに 達する 合
◦1 あたりのコスト 受電1本にかかるコスト

　 に げたのは、サポートサイトの 月と今月の実績です。

2-6-8　あるサポートサイトの実 と み

月 今月 月
サポート一 達数 20,000 40,000 40,000

サポート ページ 達数 12,000 24,000

サポート ページ数 100 100 100

受電数 1,000 600

受電コスト ¥900,000 ¥540,000 ¥270,000

サポートページ 達率 60.00% 60.00%

1受電あたりのコスト ¥900 ¥900 ¥900

サポート ページ受電 金額 ¥30 ¥30 ¥30

　このデータから、サポート ページの の増加によりコールセンターコストが下がっていることがわかりま
す。サポートサイトへの 達ページ数が12,000から24,000になっていますが、受電数は1,000から600に下がってい
ます。 本あたりの受電コストが900円なので、360,000円のコスト が見込めることがわかります。このサポー
ト ページのユニークページビュー（UPV）は、コールセンターコスト にどの程度貢献しているのでしょうか。
のようにして算出できます。

（ コスト コスト） 
（ サポート ページ サポート ページ ） 
（900,000 540,000）（24,000-12,000） 30
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　これにより、サポート ページの は、1ユニークページビューあたり30円下がるという 向があることが
わかります。
　では、 月の受電コストを270,000円に下げるには、サポートページ 達率を にすればよいでしょうか。
　 すべき金額は270,000円（540,000円 270,000円）なので、サポート ページをさらに9,000UPV（270,000円

30円 /UPV）増やせばよいことがわかります。24,000UPV＋9,000UPV 33,000UPVとなるため、サポート一 か
らサポート ページ 達率は82.50 （33,000 40,000）となります。つまり、サポート ページに33,000UPV
導するためには、サポート ページ 達率82.50 にすれば目標を達成できることがわかります。

2-6 -5　〈発展〉サブスクリプションの計画立案
　サブスクリプションサイトの場合、従来のページビュー数やセッション数などより、アクティブユーザーを軸と
したまったく なる 標を用います。

課金率と新規課金率
　ARPPUの説明の に、関 の深い「課金率」に関して説明しておきましょう。
　ウェブのコンバージョン率がセッションで計算されるのに対して、課金率は人数がベースになります。アクティ
ブユーザー数は、さまざまな期間で計 されます。日 位（DAU）、月 位（MAU）、そしてイベント 位です。ゲー
ムアプリでは、わかりやすく課金率が上がるタイミングがいくつかあり、それは月初とイベント時です。月初に課
金率が上がるのは、「ゲーム会社 で月に える金額がリセットされる」「クレジットカードの上 がリセットされ
る」などの理由のようです。
　イベントとは、ある決まった期間内で、協力したり競ったりしてポイントを ぎ、そのポイントによって報 を
もらうという仕組みです。特にイベント初日は課金率が上がる 向にあり、最初にアイテムを購入して ろうと
思う人が多いためです。イベント内で手に入るアイテムが「大勢の人がほしいもの」であれば課金率は上がります。

新規課金率
　課金率を改善する際に えるべきポイントは、「たくさんのお金を ってもらう」ということではなく、「たくさ
んの人にお金を ってもらう」ことです。 純に課金率だけを えれば、 の課金ユーザーに対して施策を打つ
ことが有 なのですが、DAUの向上を えると「いかに初めてお金を ってもらうか」という「新規課金率」が大事に
なってきます。新規課金率は、 の計算式で求められます。

　課金に関してもっとも しいのは「初めて課金してもらう」ことです。一度でも課金した場合、その後も 続利用
や、課金をする 向があります。その仕組みをどのように作っていくのかを えることが課金型アプリでは 要な
ポイントになります。また、新しくゲームを始めると「登 してから 日はアイテムが50 OFF」などが一般的です
が、これも新規課金率を意 した施策です。

ARPPUとARPU
　ARPPUと た 葉で、「ARPU（Average Revenue Per User）」があります。これは「ユーザーあたりの課金額」のこ
とです。 すると、 のように説明されます。

◦ARPPU 課金ユーザーの平 購入額
◦ARPU 全アクティブユーザー（課金＋非課金ユーザー）の平 購入額
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　つまり、サブスクリプションサイト一日の売上は、 の式から算出できます。

一日の 上 DAU ARPU

　同様にして、月間の売上は、 のような式となります。

上 MAU ARPU

　ARPPUとARPUの関 を 認することで、サービスの特 や改善方法を えていきます。

2-6-9　ARPUとARPPUの その 長と

高ARPPU ARPPU

高ARPU もっとも理 的で、課金をする人が多く、その金額
も高いという 。これを実現しているサービスは
の中でも非常に少なく、どのアプリもここを目

して施策を行っている

コミュニティゲームやカジュアルゲームなどは、こ
のような 向になりやすい。課金をする人数が多い
ため、 的「高ARPU・高ARPPU」に しやすい。
サービスリリース後は、「 ARPU・高ARPPU」よりも
こちらを目 したほうがよい

ARPU 課金者の金額は高いものの、課金する人数が少ない
ためARPUが い 。カードゲームでよく見られ
るケースで、一部の高課金者の 在が される。
課金率を上げることよりもARPPUを上げるほうが
容 なので、この は作りやすいが、そもそもお
金を ってもよいと思っている人が少ないため、中
長期的に見ると売上を上げるのが しい

サービスを運営していくのが しい 。リリース
のタイミング（リリース直後やリリースから時間が
経っている）、あるいはサービスの位 づけによっ
て、戦略が わってくる。まずはDAUを増やすこと
が求められるが、このままでは しいのでサービス
を するということも の1つ

サブスクリプションでの改善案
　ここまでを まえて、サブスクリプションの改善案を えます。サブスクリプションでは売上が 要な 標です。
いかに多くのユーザーに多くの金額を 続的に課金できるかを えます。 のような売上$300,000のサブスクリ
プションサイトの売上を$450,000に伸ばす場合の改善策を えてみましょう。

2-6-10　あるサブスクリプションサイトの と

現 改善案1 改善案2 改善案3

MAU 60,000 90,000 60,000 60,000

課金率 10.00% 10.00% 15.00% 10.00%

新規課金率 0.00% 33.33% 33.33% 0.00%

課金人数 6,000 9,000 9,000 6,000

新規課金人数 0 3,000 3,000 0

ARPU $5.00 $5.00 $7.50 $7.50

ARPPU $50.00 $50.00 $50.00 $75.00

売上 $300,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00

新規 得広告 課金キャンペーン 高額アイテム 引
キャンペーン



108 ェ

析
とKPI

第
2
章

◦
MAU（月間アクティブユーザー数）を増やして目標達成する施策です。広告などで新規にアクティブユーザー
を増やすことで売上の達成を目 します。サブスクリプションサイトを利用していないユーザーに課金サー
ビスを 介する広告を打つことになります。目標MAUは、 の式から算出できます。

MAU 上 ARPU $450,000 $5 90,000
つまり、目標MAUを達成するためには、「90,000 60,000 30,000」となり、新規アクティブユーザをMAUで
30,000人増やして、90,000人にすることが求められます。新規課金率は33.33 となります。

◦ 2
課金率を高めることで、目標達成する施策です。課金できていないアクティブユーザーに新規で課金を促す
キャンペーンで売上を達成します。まだ課金をためらうアクティブユーザーに、クーポンや特殊なアイテムを
プレゼントするなどの告知を行います。目標課金率は、 の式から算出できます。

MAU 9,000 60,000 15.00
つまり、目標課金率を達成するためには「15.00 10.00 5.00 」となり、課金率を5ポイント増やし、15
にすることが求められます。この場合も新規課金人数が3,000人増えているので、新規課金率は33.33 となり
ます。また、アクティブユーザーに対する課金人数が高まるためARPUも上昇し、$7.5となります。

◦ 3
課金しているユーザーの課金額を高めることで、目標達成する施策です。課金しているユーザーに高額アイテ
ムを 引したり、セットで 安に販売したりすることで課金金額を上げるなどの告知を 課金ユーザーにし
ます。目標ARPPUは、 の式から算出できます。

ARPPU 上 $450,000 6,000 $75
目標ARPPUを達成するためには、「$75 $50 $25」となり、課金ユーザーへの課金額を$25増やし、$75にす
ることが求められます。この場合もアクティブユーザーに対する課金人数が高まるため、ARPUが$7.5に上昇
します。

ARPPUを上げるための施策
　ARPPUを上げるためには、さまざまな施策がありますが、「すでに課金している人に、お得で高 価の商品を用
意する」ことが基本的な え方です。そのため、多くの課金型ゲームでは、月初に高 価の商品を用意しています。
また、課金率が下がるとARPPUが上がる 向があります。「ARPPUが上がるなら、よいのではないか」と思われる
かもしれませんが、課金率が下がるということは「課金額が少ない初級 中級者が課金をしなくなる」ということで
あり、その 果、売上も下がってしまいます。
　ARPPU・ARPUだけでなく、 標同士は連動しています。ある 標が上がったとしても、最 的な目標である売上
に しては意 がありません。それぞれの 標の を えながら施策を行い、評価していく必要があります。
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2-7 プロジェクトの進め方
　「 化した消費者」という 葉があるとおり、ユーザーの 化は早く、 しくなっています。この で企業内
やクライアントに対してウェブ解析を 果的に進めるには、環境分析やウェブ解析の実 、利用だけでは不十分で
す。 続的な改善体制を作り、成果を出していくようなプロジェクトを成功させるためには、それに適した進め方
やフローを理解する必要があります。このような体制を実現するため、まずはプロジェクトを進める上での基本で
ある「ウォーターフォール型」と「アジャイル型」の特 を 認していきましょう。

2-7 -1  　ウォーターフォールとアジャイル
　ウォーターフォール型とは、名 のとおり、上流から下流に向かって工程を決めて手順通りに進めていくという
式の進め方です。たとえば、「コンバージョン率を改善しよう」というゴールに対して、「分析」「改善案の立案」

「 認」「コンテンツや機能の作成」「テスト」「本 」「 果 認」「 り り」といった などが えられます。

5月 6月 7月 8月 9月

リ
リ
ー
ス

分析
改善案の立案

承認

本番反映
結果確認

コンテンツや機能の作成

振り返り

図2-7-1　ウォーターフォール の プロセス

　最初から実現したいことが明 で、手順通りに進めば問題ないようなプロジェクトの場合はウォーターフォール
型を うことが一般的です。
　しかし、ユーザーの 化は しく、外部要 （ソーシャルメディア上で 題になった、同業他社の ）などによ
り進めようとしていた施策の優 順位は常に 化する可能性があります。そのため、特に 化が しいウェブサイ
トでは「アジャイル型」の進め方がより 要になってきます。1つの施策を行うのに数か月かけるのではなく、 い期
間（たとえば 位）で「実行」「解析」「対策」を り していきます。

企画

ア
ジ
ャ
イ
ル
型

5月 6月 7月 8月 9月

リ
リ
ー
ス

テスト

設計実装

テスト

実装 設計

テスト

実装 設計

開発期間
短縮

図2-7-2　アジャイル の プロセス

　このようなアジャイル型で改善を進めていくためには、それを実現するための環境を えていく必要があります。
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2-7 -2  　 い を えるために な つのこと
　ユーザーの 化をいち早く えて、施策を行っていくために必要なことは「体制・方 」「ルール」「環境」の3つで
す。それぞれを しく 認してみましょう。

体制
　基本的に1人だけですべてを実行するということは現実的ではないため、体制を構築することが かせません。
最 必要な役 は3つあります。

◦ 全体のプランニング。アイデアを えて 認を得る
◦ 施策の実施 後でデータを 認し、適 な改善ポイントの特定、そして 果を 認する
◦ コンテンツや機能を にして する

　この三者（あるいは3つの役 ）に関しては、自社内だけで完 する必要はなく、外部のパートナーやコンサルタ
ントなども含めて協働で取り組むことが大 です。どこかが けている場合は、 続的な施策の実行と改善が し
くなります。

ルール
　アジャイルな改善を進めるためには、ルールを事 に決めておかなければなりません。 続的な改善が「 まる」
理由の1つに、「 認に時間が かる」ことがあります。これに関しては、特定の や 算内であれば 認プロセ
スを く、あるいは 略化するという取り決めをしておきます。
　また、制作の優 順位で れてしまうケースもよく見られます。この場合も、後 する「環境」と合わせてではあ
りますが、企画担当者が自分の で制作してよい を最初に決めておいたり、開発担当者の工数を事 保し
たりといった準 と 認が必要です。施策を行うたびに毎回同じところで が入る場合は、まずそこを 略化で
きないかをプロジェクトメンバーと議論しましょう。

環境
　アジャイルに進める上でもっとも大 なのは、実は環境の構築です。ここでの「環境」とは、「施策を 早く実施
し、数値を 早く 認できる 」を作るということです。施策の実行に関しては「A/Bテストツール」「CMS」「メー
ル システム」などの準 を えていくことが 要になります。
　たとえば、A/Bテストツールの「Google オプティマイズ」であれば、ウェブ上でテストパターンを作成することが
可能です。そのため、ファイルのアップロードや面 な転 設定なども必要なく、すぐにテストを開始できます。
　数値を 早く 認するためには、データを誰でも に 認する環境を用意しておく必要があります。行った施
策はサイトのゴールやKPIに を与えているのか、また 早くユーザーの外部 化を気付くといったことを実現
できるようにしましょう。たとえば、「ダッシュボード」（ 要な数値がまとまった自動更新される なレポート）
を用意するとよいでしょう。代表的なツールである「Google データポータル」では、決まったURLにアクセスすれ
ば、誰でも最新の数値をチェックすることが可能です。
　アジャイルな改善環境を えるために、定期的にどこがボトルネックになっているかを議論し解決案を模 する
ようにしましょう。
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2-8 〈発展〉マーケティング活動に活用できるモデル

　ここまで説明してきたように、現在のマーケティング活動は従来とは ってきているため、よりユーザー視点で
分析・解析・改善を り す必要があります。さまざまなモデルやフレームワークがマーケティング活動に活用でき
ます。ビジネスモデルやサービスの性 に合わせ、チームでモデルやフレームワークを利用してマーケティング活
動を り、アジャイル的なマーケティングをすると 果的です。「AARRR」「Hooked」「ARCS」という3つのモデ
ルを 介します。

2-8-1　AARRRモデル 1

　新しいマーケティング手法として、2014年ころから 速に注目度が高まってきている の1つに「グロースハッ
ク」があります。グロースハックは、もともとシリコンバレーのスタートアップ企業が取り組み始めた手法で、 沢
なマーケティング 算がかけられない中で「 力お金を わずに、仕組みやアイデアでサービスを 続的に成長さ
せるか」を目的としたビジネス改善プロセスです。そして、グロースハックを体現し、その主体となるスペシャリス
ト達（専門家）を「グロースハッカー」と びます。 らは、従来型のマーケティング戦略やマーケティングプロセス
の統合的な管理ではなく、データを起点に地道で い改善（高速PDCA）の り しをミッションとしています。
　グロースハックの基本となる思 フレームワークとして「AARRR」（「アー」もしくは「エーエースリーアール」）モデ
ルを 介しましょう。たとえば、イーコマースサイトであれば、 のように一連の業務プロセスとして実現するた
めのフレームワークです。

◦サイト来訪から購入に至るまでの消費者行動プロセスを5 階に分ける
◦それぞれの 階で計 すべきKPI（ 要業績 標）を設定する
◦そのKPIを改善する（あるいは目標値に近づける）

　グロースハックのフレームワークにはいくつかの種 がありますが、ここでは会員登 型のイーコマースサイ
トにおけるAARRRモデルについて 介します。表2-8-1は、あるイーコマースサイトのKPIの を したものです。
AARRRモデルをもとに高速なPDCAサイクルを り すには、これらのKPIを改善するための 体的なアクション
に とし込むことができて、なおかつ実現可能であることが 要です。

1　参 文献
・ 『LEAN ANALYTICS スタートアップのためのデータ解析と活用法』（アリステア・クロール、ベンジャミン・ヨスコビッツ［著］／
角 ［訳］、林 千 ［解説］／オライリー・ジャパン／ 2015年）
・『リーン・スタートアップ』（エリック・リース［著］／井口耕二［訳］、伊藤 一［解説］／日経BP社／ 2012年）
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2-8-1　イーコマースサイトを としたAARRRモデルに づくKPI一 2

要 機能 関連する 標

得
（主に新規ユーザー）

エンジンにおける自
広告 の最適化
メール リストの最適化

・トラフィック
・メンション
・クリック 価
・ 果
・ 得コスト
・メール開 率

アクティベーション
（会員登 ）

訪問者を登 ユーザーにする ・登 数
・サインアップ数
・完了したプロセス数
・少なくとも1回以上 用されたサービス
・サブスクリプション

定 力的な行動を して、ユーザーに
度も訪問してもらえるようにする

・エンゲージメント
・最 訪問日からの経 日数
・MAU、DAU
・ 、 率

収益 ビジネス成果 ・顧客ライフサイクルバリュー
・コンバージョン率
・ショッピングカートへの 積 入
・アイテム数
・クリックスルー率

介 潜在的なユーザーを やクチコミで
待する

・ 待 の 付
・バイラル 数
・バイラスサイクルタイム

　今後のウェブマーケティングやウェブ解析の 界
に起こりうる 化として、「生活者の接 メディアと
デバイスの多様化」「ユーザーの利用 や用 の
化」「計 テクノロジーの進化とログの大 積」が
されます。
　近い 来、 時計やリストバンド・ 輪・メガネ・
などに組み込まれたウェアラブルデバイスなどの

利用も大きく 大し、全 界規模でユーザー行動を
24時間365日間ログとして することが可能にな
ります。これにより、データ起点でのマーケティング
の可能性がさらに 大し、事業者 としては、これら
のデータをいかに活用できるかがビジネスの成 を
分ける時代が 実にやってくるでしょう。
　ウェブ解析士の 来 として、自社またはクライア
ント企業の事業成果に貢献するために、事業と顧客と
の関 を広い視野で え、さまざまなデータソースを
活用できる高いデータ活用能力（リテラシー）と 体
的な施策（広告・プロモーション・UI/UX・SNSを始めとする新しい媒体の活用）に関する充分な理解と経験も 要な

2　参 文献『LEAN ANALYTICS スタートアップのためのデータ解析と活用法』

ユーザーはどのように認識するか？
SEO・SEM・ウィジェット・メール・
広告・キャンペーン・ブロブなど

獲得

訪問者に登録や利用してもらうには？
機能・デザイン・色調・インセンティブ・
アファネーションなど

アクティベーション

一回限りのユーザーのエンゲージメントを
高めるには？
通知・アラート・リマインダーメール・更新など

定着

ユーザーの行動から売上を上げるには？
取引・クリック・サブスクリプション・
ダウンロードコンテンツ・分析など

収益

ユーザーは製品を他人に薦めてくれるか？
メール・ウィジェット・キャンペーン・いいね！・
リツイート・アフィリエイトなど

紹介

図2-8-1　ECサイトの を き出すための の
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スキルになってくるはずです。
　しかし、企業によってビジネス上の課題や事業上の問題点は多岐に渡る場合が多く、新しいテクノロジーの進化・
導入によってベストな決 を下すのは しいのが現実です。その中で 要なのは、事業上の 要な成果を明 に定
義して、成果に直 するKPIを 実に見 めていくことなのです。

2-8-2　Hookedモデル
　『Hooked: How to Build Habit-Forming Products』 3で 介され
ている、スマホアプリなどのプロダクトやサービスを習 化するた
めのフレームワークです。そのプロダクトがユーザーにとって受け
入れられ、習 化することを促すためのマーケティング活動のフ
レームワークです。習 化するフェーズは「トリガー」「アクション」
「リワード」「インベストメント」に分かれます。どのフェーズでも、
ウェブ解析に加えて心理学的な 察によって、ユーザーに受け入れ
られるための施策を行うことの有 性を伝えています。

トリガー
　ユーザーがサービスを い始めるきっかけです。「外的トリ
ガー」と「内的トリガー」に分かれます。4種 の外的トリガー（「有
（paid）」「名 （earned）」「クチコミ（relationship）」「自 （owned）」）
でユーザーの関心を引き寄せ、 の行動を促します。 に、ユー
ザーの に働きかけることで内的トリガーを作り出し、ポジティブやネガティブな感情に働きかけ、アクション
を 導します。

アクション
　シンプルな行動で「リワード（報 ）」を得られる仕組みの提供です。アクションは、3つのコアモチベーション（「喜
びを 求し、 みを回 すること」「希望を 求し、 を回 すること」「社会的容認を 求し、 認を回 する
こと」）によって引き起こされるので、まずはいずれかのモチベーションを 起するアクションを作ります。さらに、
ユーザーがアクションを起こすために りない能力を見 め、ハードルが下がるような設計をします。アクション
を起こすためには、ユーザー経験則に則った心理学を応用して、ユーザーに受け入れられるプロダクトやサービス
の設計が可能になります。

◦ 在 の少なさを表 するなどで希少価値を表 してユーザーの購買意 を高める 果
◦フレーミング 良い環境や高い価格であるとユーザーの 象がよくなる 果
◦アンカー セールス中など、1つの情報を意 しすぎることでユーザーが を る 果
◦エンダウト・プログレス 目的に近くなるとユーザーがモチベーションを上げる 果

リワード
　 不能な報 を与えることです。問題解決などを通してユーザーに報 を与え、行動のモチベーションを強化
します。しかし、 できる報 では、受け取る興 は 第に 退します。つまり、どのくらい報 を 受できるの
か できないからこそ興 が持続するわけです。報 には、「トライブ」「ハント」「セルフ」の3種 があります。

Trigger
トリガー（きっかけ）

Action
アクション（行動）

Investment
インベストメント

（投資）

Variable Reward
リワード（報酬）

External（外的）

Internal（内的）

図2-8-2　 のプロセスを す「フックモデル」

3　 訳『ハマるしかけ』（ニール・イヤール、ライアン・フーバー［著］／ Hooked翻訳チーム（金山裕樹、高橋雄介、山田案 、TNB
集部）［訳］／ 社／ 2015年）
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◦トライブ（集 ）社会的な報 で人とつながること
◦ハント（ ）物理的な報 を得ること
◦セルフ（ ）技能や能力の習得、完成に近づく意 を得ること

　また、適 な報 を与えるには、 のようなことが求められます。

◦自分の を自分で決める主体性をもたせること
◦プロダクトやサービスに の可 性が組み込まれ、 不可能にしていること
◦ニーズを満たし、 り し うことを 起する内容であること

インベストメント
　プロダクトやサービスに対して、時間や行動などの か価値のあるものを 資することです。このような費やし
た 力や 資があることで、ユーザーは認知的不協和（自分の する認知を同時に えた ）を けるため、
資をしたサービスはよいものであると じたくなります。その 果、 資に応じてサービスへの評価を高めます。
インベストメントは、 来得られる報 への期待から行います。また、リワードに対してお をしたい気分にする
必要があります。 資した報 としては、コンテンツやデータやフォロワーや賞 、スキルといった で 積され
ます。このインベストメントによって のトリガーを設定し、ユーザーが び外的トリガーを引き、サービス利用
を促します。

　この手法はユーザーを心理的に 作することになるため、フレームワークを利用する に、ウェブ解析士として
のモラルに らし合わせ、不誠実なサービスではないかを することが必要です。また、そのサービスが、自身
が うものなのか、そのサービスは人の生活や行動によい を与えるかを してから利用することを めてい
ます。

2-8-3　ARCSモデル 4

　教育分野で用いられる「学習の動機づけ」に関するモデルに「ARCS（アークス）モデル」があります。学習者のモチ
ベーション 持・促進に利用されるこのモデルは、ユーザーのモチベーションをコントロールする有用なモデルとし
て、マーケティング活動にも活用できます。
　学習意 の問題と対策を、「注意（Attention）」「関連性（Relevance）」「自 （Confidence）」「満 感（Satisfaction）」
の4要 に 理した 組みと、各要 に対応した動機づけ方略、ならびに動機付け設計の手順を提案したものです。
この4つの要 の 文 をとって、「ARCS」（アークスと む）モデルと 名されました。心理学研究における期待と
価値理論を に、関連 分野の研究成果を にまとめた実用性の高さにより、米国を中心に高い評価を受けて
います。

◦Attention（ ）おもしろそうだ、 かありそうだという学習者の興 ・関心を引き出すこと
◦Relevance（ ）学習課題と他の学習 目や自身の学習目的との関連性、意義を伝えること
◦Confidence（ ）達成できる可能性があること、成功体験を ねることで自 を与えること
◦Satisfaction（ ）学習を り り、 力が実を び の学習意 へつながる満 感が達成されること

Attention（注意）
　「おもしろそうだ」「 かありそうだ」という学習者の興 ・関心の動きがあれば、注意を 得できます。新 性（も

4　出 鈴木 明 「ARCSモデル ARCS Model」http://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/ksuzuki/resume/books/1998a.html
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の しさ）によって知覚的な注意を促したり、不思議さや きによって 究心を したりします。また、注意の持
続には、マンネリを け、授業の要 を 化させます。

Relevance（関連性）
　学習課題が であるかを知り、やりがい（意義）があると思えれば、学習活動の関連性が高まります。 対に、「
のためにこんな勉強をするのか」との戸 いは、関連性の に由来します。学習の 来的価値のみならず、プロ
セスを楽しむという意義や課題の しみやすさも関連性の一 面だとされています。

Confidence（自信）
　「達成の可能性が い」「やっても だ」と思えば、自 を います。 に、学び始めに成功の体験を ねたり、
それは自分が工夫したためだと思えたりすれば「やればできる」という自 を持てます。自 への第一歩は、ゴール
を明 にし、それをクリアすることです。教師の にただ従うだけではなく、 行 を ね、自分なりの工夫
をこらして成功した場合（学習の自 管理）、自 はさらに高まります。

Satisfaction（満足感）
　学習を り り、 力が実を び「やってよかった」と思えれば、 の学習意 へつながる満 感が達成されます。
マスターした技能が実際に役に立ったという経験や、教師や 間からの認知と賞 、 力を にさせない 尾一
貫した学習環境などが 要だとされています。

　これらは動機づけを高めるもので、導入での工夫と思われがちですが、ARCSモデルに らせば、学習 程全体
に工夫が可能なことがわかります。新 性（もの しさ）だけにとどまらない動機付けについての方策を え、自立
した学習者を育てるためのアイデアを る 組みとして、活用することが期待されます。
　そして、ユーザーを学習者と見立てることで、このモデルはマーケティングにも適用可能であることがわかります。

動機づけ設計の手順
　システム的なインストラクショナルデザイン（教育の場などにおいて、学習者の自由度を保ったままで高い学習
果が生じることを意 して、 体的な計画を立てること）のプロセスに、授業の「 力」を高めることを目的とした
導方略を う動機付け設計の 程を組み込む手順が提案されています。動機付け設計の手順で特に 視されるの
は、 の3点です。

1. 学習者特性の分析
学習意 の問題点をARCSの4要 で同定し、必要な要 のみに工夫を えます。学習者の に応じて、学
習意 に関する目標を設定します。

2. 方略の 的 用
学習者・課題・学習環境の特性などに応じて、 的に方略を 用します。不必要な動機付け方略は、学習者の
自発的な意 を します。シンプルな 率 視の授業や教材が、もっとも学習意 を高める場合もあります。

3. 成的評価と改善
学習者 の原理に基づき、実際の 果を かめながら方略を評価・改善します。学習意 に関する目標の達
成度と認知的な学習課題の達成度の両面から、動機付け設計の 果を評価します。

　動機づけにおいても、学習者をユーザーと見立てることで、モチベーションの 持や持続のためのマーケティン
グに活かすことができます。





第 3 章
ウェブ解析の設計

上司と関 者を交えた数回のミーティングを通して、事業目標に基づくKGI、KSF、そしてKPIが定まりました。 度
も直したあなたのウェブ解析提案書が目の にあります。この提案書に基づいたウェブ解析の実 はあなたが責任者
となりました。
さっそくウェブ担当者のところに行き「ウェブ解析ツールを導入するんだけど、お いできる 」と聞いたところ、「そ
れはどのサイト 　社内システムとの関 はどうなってるのかな 」と聞き されました。
提案書を見せながら「この企業サイトとイーコマースサイトを えてて 社内システム関 あるのかな 」と える
と「ショッピングモールとソーシャルメディアは 定するの 」「売上は社内システムに入力するけど、そこも 定 」
と矢 ぎ早な 問が飛んできました。さて、どうやったらウェブ解析を実 できるのでしょうか

第3章ではウェブ解析の設計を学びます。
事業分析を行い、KPIを定めて計画立案したあと、大 なのはKPIを正しく取得でき、実績が計画どおり進んでいるかを
認することです。そのためには、ウェブ解析ソリューションを正しく設計しなければなりません。設計は事 準 と い
えてもよいでしょう。ウェブ解析ツールの設 や設定、ウェブサイトの見直し、必要な定義を えることを含みます。
どんなに優秀なコンサルタントがどんなに高機能なソリューションを っても、設計に すれば、ウェブ解析も必ず
します。ウェブ解析ソリューションを 定するところから特 や定義を知らなければ、正しく設計ができません。

ウェブ解析の設計はウェブサイトだけではありません。ソーシャルメディアの 定などアクセス解析以外のソリューショ
ンも含まれます。そして、店舗のデータや顧客データなどのウェブ以外のデータとの連携も求められることがあります。
一方で、ウェブ解析では取得することが容 ではないデータもあります。それらも設計によって解決していく必要があ
ります。
➡「3-1　ウェブ解析計画の立案」では、設計から実 までの流れを理解します。
➡「3-2　タグマネージャーの導入と活用」では、今日の解析に かせないタグマネージャーの実 を 介します。
➡「3-3　ソーシャルメディア解析の設計」では、ソーシャルメディア 定に必要な設計を 介します。
➡「3-4　ウェブマスターツール」では、ウェブマスターツールやサーチコンソールの実 方法を解説します。
➡「3-5　広告 果 定の設計」では、さまざまな広告の 果 定の実 を解説します。
➡「3-6　アクセス解析の設計」では、基本的なアクセス解析の種 と実 を解説します。
➡「3-7　情報 度を高めるための設計」では、 度を高める かい設計を解説します。
➡「3-8　コンバージョンを解析するための設計」では、目的ごとのコンバージョン取得の設計を説明します。
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3-1 ウェブ解析計画の立案
　解析計画を立てる際に気を付けなければならないのは、多くの関 者が関わる「プロジェクト」であり、「プロジェ
クトマネージメント」が必要であるということです。つまり、解析計画から実 までをプロジェクトとして目的（
のために解析をするのか）やゴール（ をどこまで解析できればよいのか）とともに、 や対応 、そして関
者とのコミュニケーションを取りながら、 実に導入までを進行管理しなければならないということです。

3-1-1　ウェブ の に めること
　解析計画を決める に事 に定めておくことがあります。
「ゴール」「スコープ」「関 者」の3つです。

ゴール
　まず、目標からゴールを設定します。解析計画なので「ど
のサイトの」「 を計 するのか」という点に目が行ってしま
いがちですが、そもそも「 のために（ に活用するために、
を分析するために）」「 を計 するのか」という本 的な

「目的」を してください。また、ゴールには必ず期日も入れます。不 の事 も して、本来のゴールよりも
少し手 に設定し、バッファを持っておくほうが安全です。
　目的やゴールを決めたら、必ず の人（上長や同 ）と発注者にも意見を求めましょう。 け れや、発注者の
意 と うという事 を ぐことができます。たとえば、 のように目標からゴールを定めます。

◦ 自社のウェブ施策の 果を可視化し、売上への貢献度を正 に したい
◦ゴール ウェブ施策（オウンドメディア・ソーシャルメディア・広告）を見た人が最 的に し込みにつながった
数値を できている

スコープ（対象範囲）
　ゴールが決まると、スコープ（対象 ）が見えてきます。ウェブ上の行動は 的容 に取得できるために不必
要なデータを収集して してしまうことや、オンラインのデータには りがあるために目的のデータを得ること
が れてしまうことがあります。
　 の であれば、ウェブ施策として利用しているものをすべて い出すと、それらがスコープに含まれます。
さらに、 し込み方法についても 認を行い、オンライン・オフラインが 在すれば、それぞれどのように 果を
するかということもスコープに含まれます。
　ここまでスコープが決まっていると、自ずから関 者も い出されてくるはずです。

関係者
　オウンドメディア・ソーシャルメディア・広告それぞれを運用・管理している担当者、制作会社や広告代理店、 し
込みを受け付けるコールセンターや営業担当など、今後解析を実施していくにあたって、事 に 認が必要であった
り、データを取得するための協力を ぐべき人や部 が見えてきたりします。この 階で、関 各所に連 を入れ、
可能ならば「キックオフミーティング」（目的や大まかにやってほしいことなどを伝える集まり）を実施しましょう。
　 にやって しいことなどは個 に伝えるという方法で構いませんが、プロジェクト全体の目 す方向を合わ
せるためにも、可能ならば一度集まることをお めします。

図3-1-1　 の に めておくこと

ゴール スコープ 関係者
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3-1-2　ウェブ の れ
　計画を立てる に必要な情報とアウトラインを決めます。 の方法で定めてください。

1. 技術情報 理
2. 人員 保・教育
3. 技術 定・導入
4. ウェブ解析のフェーズ決定
5. ウェブ計画作成

1.技術情報整理
　まずはサーバーやウェブサイト、自社内で利用しているサービス
や「どこにどのような情報が」「どのような で 在するのか」といっ
た環境を します。オウンドメディアやアーンドメディア、ペイ
ドメディアなどを 認するとよいでしょう。 3-1-3のような「メディア・ソース分析」が参 となります。

※2017年時点

オウンドメディア オウンドメディア（ASP） アーンドメディア（SNS）

メーリングリスト

waca.shop-pro.jp
教材販売

twitter/wacajp

facebook.com/
wacajp

動画メディア
（講座動画販売）

Vimeo

ペイドメディア
（広告）

Google 広告
（JPN）

Facebook AD
（JPN）

Google Ad
（EN）

Facebook AD
（EN）

udemy
（JPN）

demy
（EN）

instagram.com/
wacajp

facebook.com
/wacaen

waca.doorkeeper.
com一部講座受付

meetup.com/sgw
aca　講座受付

waca.com/jpnw
aca/

一部講座受付

waca.associates
/jp

新ポータル

waca.sg
SGポータル

国
内

海
外

図3-1-3　 社のメディア・ソース の

　それぞれの媒体について、表3-1-1のように情報を 理します。

3-1-1　メディア・ソース の と

目 要
1 サービスと組織 どのようなサービスを社内のどの組織が担当しているのか、それぞれのウェブサイトや関連す

る顧客データはどこにあり、誰が管理しているのかを 認する
2 情報環境 3-1-4のような「メディア・ソース分析」の業務システム構成 を用意する。どこに、どのよう

な情報が、どのようなフォーマット（Excelなのか、データベースなのかなど）で、どのような
で格 されているのかを 認する

3 トラフィック ウェブサイトに関しては、トラフィック の 認も 要。ツールによっては、トラフィック
に応じて価格が わってきたり、有 ・ が わってきたりするものもあるので、 算 保
のためにも事 に 認が必要

技術情報整理

人員確保・教育

技術選定・導入

ウェブ解析のフェーズ決定

ウェブ計画作成

図3-1-2　ウェブ の れ
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※2017年時点

ウェブサイト

waca.sg
ウェブの更新

waca.associates
ウェブの更新

プロジェクト管理

Backlog
業務管理

Slack
幹事会会議

Facebook
グループ
情報共有

Zoom
幹事会会議

Skype
幹事会会議

Facebook
メッセンジャー

会議

会員・講座管理 会計・請求

WACANA
受講者講座管理

MoneyForward
会計

MoneyForward
請求

東京三菱
銀行口座

楽天
銀行口座

城南信金
銀行口座

Paypal
JPNアカウント

Maybank
銀行口座

Paypal
SGアカウント

MoneyForward
給与 StripeGoogle ドライブ

各種申請

メールワイズ
サポート対応

CBTシステム
AXISM

図3-1-4　メディア・ソース の （ システム 図）

2.人員確保・教育
　実際に解析を可能にするためのプロジェクトチームのメンバーを集めます。今後の導入・運用に関わるメンバー
を 保し、解析の目的や技術的な説明などを行い、プロジェクトが円 に進むようにします。

3-1-2　 ・ の と

　 目 要

1 タスク・担当決め 必要なタスクを り出し、どのようなスキルを持った人が必要なのかを い出す。一見、ウェ
ブとは 関 な部 やスキルが求められる可能性もある。オンラインで行う解析、オフライ
ンで行う解析から必要な体制を明 にしていく

2 スタッフ 定・
パートナー 定

必要なスキルレベルの定義ができたら、実際にスタッフの 定に入る。その際、事 に決め
たゴールや目的についても担当部 と共有しながら現在のリソースとスキルを 認し、不
しているところを共有する。すべてを社内で準 することができない場合、ウェブ制作を
しているパートナーや、解析に関して しい専門家に する

3 情報提供・教育 定したスタッフ・体制で、不 しているスキルやリソースがあれば、専門家からのリソース
提供や教育を行う役 分担を明 化する。人員 保・組織作りの 階で専門家やスタッフに
情報提供や教育を役 として定めることで、不 分を える。それぞれの役 ・専門分野など
を 介し、情報や問題が正しく担当に伝わり、必要に応じて教育を受けられる を構築する

3.技術選定・導入
　実際に導入する解析技術やツールの 定を行います。
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3-1-3　 ・ の と

　 目 要
1 アクセス解析ツー

ル
現在はウェブビーコン型が主流だが、セキュリティポリシーやサイトの規模によってはほかの
手法を ぶケースもある。また、有 のものから のものまで、数多くリリースされている

2 アクセス解析
ツール

アクセス解析ツールだけでは収集・計 できないデータを分析するため、アクセス解析
ツールの導入も を行う。 のキーワードを 認できるGoogle Search Consoleなどの
ウェブマスターツールや、ユーザーのスクロールやクリック について 認ができるヒー
トマップ、GoogleオプティマイズなどのA/Bテストツール、Google データポータルなどのレ
ポート支援のためのBIツールの導入を する

3 広告 果 定 運用型広告でも なものであれば 果 定は可能なので、その場合、管理画面で広告 果
の計 するための「広告コンバージョンタグ」を設 する必要がある。より高度な間接 果の
定やスマートフォンアプリ、電 の計 なども行う場合は、それぞれ広告 果 定専用の

ツール導入が必要
4 ソーシャルメディ

ア解析ツール
ソーシャルメディアの解析についても、ツール導入を する。最小のものとしては各ソー
シャルメディアで「インサイト」「アナリティクス」などの名 で管理画面が見られる場合もあ
るが、いわゆる「ソーシャルリスニング」や、競合他社などのアカウント運用 を的 に
するため、手間を するならば、専用のツールの導入が かせない

4.ウェブ解析のフェーズ決定
　ここまでの流れで、誰が をするのかという 体的なタスクにまで とし込めてきます。最後に、解析を実行す
るまでのフェーズと 期を決定していきます。

3-1-4　ウェブ フェーズ の と

　 目 要
1 実 タグなどの実 を行うフェーズを する

2 験運用 計画 階での どおりにデータが取得できない場合もある。そういった場合、技術的に解決
する、もしくは のデータの解析で代用する、 めるなども含め、本運用 に各ツールを 認
し、 定どおりデータ取得ができているかを 認する

3 本運用 験運用で安定したデータ取得が可能であれば、本運用を始め、関連部 への報告を行う

5.ウェブ解析計画の作成
　ウェブ解析のフェーズ決定までの工程で、計画に必要な情報がすべて出 います。これを「ウェブ解析計画」とい
う で資 にまとめていきます。

3-1-5　ウェブ の と

　 目 要
1 タスク い出し、

関 付け
計画実施に必要なタスクを にすべて い出していく。その際には、関 付け（このタスク
が わらなければ、このタスクには 手できない）といった部分も意 をして作業を進める

2 WBS作成 い出したタスクを「WBS（Work Breakdown Structure）」という 式に とし込んでいく。WBS
を うと、 い出したタスクの作業順、 行して作業ができるのかなどの 認が可能になる

3 ガントチャート・
バーンダウン
チャート作成

WBSでまとめ直したタスクについて、「ガントチャート」に とし込んでいく。ガントチャート
では、各タスクとスケジュールが 付き、いつまでに をやらなければならないのかという点
が一目 になる。また、プロジェクトの進 を 認する「バーンダウンチャート」も作成
するとよい。横軸に日付、 軸に タスク数や タスク時間などを表 し、 期までに 作業
を0にするために、どのくらいの作業が っているのかを視覚的にとらえることが可能
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3-1-3　 の文 の
　ウェブ解析を始めてからサイトやシステムなどの を することも可能ですが、いずれにせよ、手間のかか
る作業です。あらかじめ技術的環境の文書を入手しておけば、 が楽になります。また、技術的環境は、文
書化して しておくと、今後の担当者がすぐ を できるようになります。
　 のような文書を主に用いるので、実 に有 を 認し、実 後はアップデートして最新の を表すように
します。

3-1-6　 な 文

　 目 要
1 RFP（提案 書）
（Request For 

Proposal） 

提案 書は、通常、システム開発などの際に複数企業からのコンペを する目的で作成
される。「このような目的で、こういった で、このようなシステムを作りたいのだが、提
案をしてほしい」ということを伝える文書。クライアントのシステムやウェブサイトに求める
意 を知るために有用な資 となる。クライアントの意 を理解するために、ウェブ解析の
実 をする に最新のサイトリニューアルやシステム開発のRFPを入手したい。また、ウェブ
解析に対するRFPが 在する場合もあるので、 せて 認する

2 SDR
（Solution Design 

Reference）

主にはAdobe Analytics導入の際に作成される文書 式だが、それ以外のツールを利用する場
合であっても独自のカスタマイズタグを導入してデータ計 をしている場合には作成する。
通常、Adobe Analyticsを導入する際には「eVar」や「Prop」という部分に、各企業に独自の 標
やディメンションを作成するため、 を計 しているのか、どのような目的なのか、実 者の
情報など、企業内で長期にわたり解析を 実に行うために必要となる。Google アナリティク
スでもカスタムディメンションやカスタム 標、イベント計 、計算 標などを導入した際に
は、共有用に作成しておきたい

3 タグマネージャー
実 書

タグマネージャーの設定、 数などをまとめた資 。解析担当から、システム担当・タグ実
担当者への を書いた文書となるが、タグマネージャーの 要、各ページのタグの設
所や利用している 数・格 してほしい値などを明 し、発注者の 定どおりの実 がされる
ことを目 す。加えて、システム で利用している 数名と競合の 認にも役立つ

4 サイト／システム
設計書

ウェブサイトの構築時のディレクトリやページの構造、名 、役 などがまとめたもの。CSS
の定義やJavaScriptのライブラリ、クラスの定義などがまとまっていることもある。ウェブ解
析でわかるページのURLやディレクトリから内容を するよりも全体構造を容 に理解で
きる。また、タグマネージャーでクラスを 定するときや、外部サイトやシステムとの連携の
ヒントも得ることができる

5 UX/UI 書 UXデザイナーが作成する 書。ユーザーのペルソナやカスタマージャーニーマップなど
をもとに、 定するユーザー やカスタマーの行動に合わせ、どのようなコンテンツを作った
かを できる。UI 書は、ユーザーインターフェイスとしてのウェブサイトやアプリのレ
イアウト設計を している。インターフェイスの意 を知ることで、インタラクション解析の
ヒントになる

6 SEO運用レポート
／ 書

SEOを運用した 果についてのレポートやSEOのための改善 書。サイト内の改善を促す
内部施策と、外部リンクを改善する外部対策がある。上位表 を っている ワードやラ
ンディングページを 認できる

7 ソーシャルメディ
ア運用レポート／
書

ソーシャルメディア運用のレポートや改善のための 書。運用しているアカウントや掲
内容を できる

1　  （IPA）　https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/tool/ep/ep3.html
　　       （ITコーディネータ）　https://www.itc.or.jp/foritc/useful/rfpsla/rfpsla_doui.html
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8 広告 果 定レ
ポート

運用型広告や純広告の 果 定レポート。広告キャンペーンやグループの種 、広告ごとの
果がわかる

9 体制 ・組織 関わる人達の体制 、役 分担を書いた資 。不明点を 認する際、適 な担当がわかる
10 セキュリティポリ

シー、プライバシー
ポリシー、ガイド
ライン

個人情報や企業内情の取り いについてのガイドラインやポリシー集を えておくと、各種
情報の取り いについての企業方 を知ることができる

11 事業計画・方 事業を進めていく方向や方 を しておくことで、組織の役 や全体が目 す方向性も理
解できる。組織全体の協力を求めるときの合意 成が容 になる

12 議事 ・アジェンダ の会議についてアジェンダ・議事 を 認しておく。同じ 問や 問がなかったかなど、
事 に べておく

図3-1-5　SDRの

3-1-4　ウェブ の実 の
　ウェブ解析計画をもとに実 する計画の作成の注意点を 介しておきましょう。

技術的な詳細環境の確認
　 の環境 認が必要です。 のような観点で について 認を行います。

1. 本 の
イーコマースサイト（特にスクラッチから独自に作っているサイトなど）であれば、開発環境・ 環境・本 環
境の3つが用意されていることも多いものの、リードジェネレーションサイトなどの小規模なシステムしか必
要ではないプロジェクトでは、3つの環境すべてが必要ないこともあります。解析関連でのタグ実 も、通常
のシステム開発と同様に どおりにいかないことも多々あるので、 環境で を行って問題がないこと
を かめてから、本 環境に実 します。

2. ・
ウェブの制作、広告、マーケティング、ウェブと連携しているシステムの担当者、関わっている外部業者と担
当者を しておきます。そして、関連するシステムと、関連する内容と接続方法も 認しておきます。ウェ
ブサイトを管理するCMSなどのシステムの内容は特に 要です。「タグ（JavaScriptのプログラム）」や「 数」
では、開発担当者と 接に連携をすることが求められます。タグがうまく動かず、ページが真っ白になってし
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まったり、カートで利用している 数と解析用の 数に同じ名 を付けてしまってカートが動かなかったりな
ど、最 の事 を けるためにも、必ず関 者・関 システムを しておきます。

3. の
1.サーバーインフラ
　 実際にタグを書き込むHTMLが格 されているサーバー環境を 認しましょう。クラウド上で、ID/PASSでロ
グイン可能なのか、誰がアクセス を持っているのか、専用の接続ソフトなどが必要なのかも 認します。

2.社 システム
　 社内でウェブに関連するシステムを し、実 時にシステムに がないか、実 後はどのようにシステ
ムを 更する必要があるかを 認しておく。 のような 目があります。
　a. 関 各所と情報共有方法、レポートスケジュール（ 一回、月一回など）、内容と
　b. ウェブシステムと売上データなどと、ERPなどの財務システムとの連携
　c.  主にイーコマースサイトで、商品品 や店舗 とのシステム連携がないか。 の在 や、 

エリアの 率化など、オンラインデータと 接に関わるものがある
3.ウェブシステム
　 ウェブ上で利用しているCMSやショッピングカートなどのシステムと、メールサーバーとメール システ
ムを い出しておきます。

4. システム
　 広告 果 定ツールを利用しているなら、その管理方法について、DMPやSSPなどの広告システムを運用し
ているなら、必要なトラッキングコードやクッキーについて 認しておきます。

5.ASPサービス
　 たとえば顧客管理ツール（SalesforceなどのCRMサービス、MAツールなど）などにも、解析に必要なデータ
が 在することがあります。また、サポートサイトではサポートサイト管理システムなどの利用も 認して
おきます。

6. 部メディア
　 外部メディアへの掲 をしている場合は、データフィードで しているケースもあります。管理画面があ
る場合にはそこから、ない場合には媒体社 へ定期的な数値報告を します。

実装するウェブ解析の設計
　各種ウェブ解析ツール実 の設計を行います。

1. アクセス
メインとなるタグ（トラッキングコード）、そして 加の設計ができていればカスタムディメンション・イベント
トラッキング、dataLayer 数の出力など、実際に「どのページのどの位 に」「どんなタグを入れるのか」を設
計します。SDRも作成します。

2. ソーシャルメディア
ソーシャルメディアについては、実際的な解析は各ソーシャルメディア管理画面やソーシャルメディア解析
ツールをメインとして利用します。少なくとも自社 稿にはパラメーターを付与し、いつの、どの 稿からの
流入なのかを計 できるようにしておきます。

3. 
「Campaign Name（キャンペーン名）」「Campaign Source（参 元）」「Campaign Media（メディア）」が、正しく
トラッキングされるようにパラメーターの を実施します。Google 広告では、キャンペーン名以外は自動的
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にパラメーターを付与しますが、それ以外の広告については必ずリンク として 定するURLにパラメーター
を付与します。また、いわゆる「広告」だけでなく、メルマガ内のリンクや、QRコードなどを発行する場合も、
果 定ができるようにパラメーターを付与します。

 ・ パラメーター
　 複数名で運用をしていると、たとえば「QRcode」と「qrcode」のように、 に表 がずれてしまい、 の
目として集計されることもあるため、パラメーターのルール表を作成し、このような問題を事 に ぐ

4 タグマネージャーの
個 のページに個 のタグを実 することも可能ですが、今後新たに（もしくは改めて）タグを実 するという
場合は、「タグマネージャー」を利用する。タグの実 を管理画面上で行うことができ、 な 件設定や 数
の利用もできます。
1.実 するタグ
　 実際に実 するタグとしては、「タグマネージャー」自体のタグが必 。サイト内の全ページへ実 する。そ
の上で、タグマネジメントツール上で、実行 件とともに、実際に動かしたいタグを設定する。「dataLayer
数」を利用する場合には、利用する各ページにもタグ が必要となる

2. する
　 タグマネージャーを利用すれば、基本的なデータについてはすでに 数が用意されている。たとえば、イベ
ント計 時に をすると 利な「クリックして 動した のURL」は「ClickURL」といった名 で用意されて
いる。dataLayer 数や、HTMLの id情報を って一定のルールでデータ取得をする 数なども独自に設定
が可能。実際のHTMLのデータと解析で利用したいデータを 合しながら、どのような 件でデータ取得を
する 数を利用すべきかを し、実 する

3.
　 タグマネージャーでは「発動 件（どのような のときに、 定されたタグを動かすか）」の設計も 要。
　 たとえば、トラッキングコードは「全ページ」が発動 件（どのページが見られても、トラッキングコードを動
かす）で、広告ツールのコンバージョンタグなどは「thanks.htmlページが表 」されるなど、 の 件 定
が可能。また、 利であるがゆえに注意が必要な場合もある。たとえば、外部リンククリックの計 をした
い場合に「リンククリックをしたら」という発動 件だと、自サイト内のリンクも含めてイベントとして
されてしまうため、 外 件として自サイトURLを含むものを登 しておく。このように、用語の定義や実
際に が取得されるのかを意 して実 を行う。 がつきづらい場合には、各ツールに「プレビューモー
ド（作業中のブラウザーのみでタグを動かす）」といった機能があるので、実際のサイト上でタグを実 する
に、必ず動作 認を行う

5. データの 合・集
集めたデータの集計方法についても 認します。
1.
　 各ツールやサービスの管理画面上で 認する。各サービス管理画面上で集計後、必要なデータをダウンロー
ドし、レポートなどで活用する

2.データインポート
　 Google アナリティクスなどでは、オフラインデータとオンラインデータをつなげての分析も可能（会員
など、つなぐ手がかりとなる「キー」データが必要）。データインポート機能を い、アクセス解析ツール上
でオフライン×オンラインのデータ解析も する

3.BIツール
　 BIツールを利用し、データを適 にビジュアライズすれば、解析に しくなくても直感的に理解できるように
なる。そのため、いわゆる「ダッシュボード」として、経営層を含めて現 の共有を行う場合に 利。また、分
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析の観点でも、複数のデータを出し入れしながら動的に、高速にビジュアライズすることで、思わぬ関連性
を発見できる可能性もある。最 的に「組織を動かすレポート」を作成するために、導入を しておきたい

3-1-5　ウェブ の実
　実 階では、 のようなことに注意して進めていきます。

システム環境の調整
　まずは、ウェブサイトやシステム環境をチェックします。案件によっては、ウェブサイトが複数 在していたり、
見た目は同じでも仕様上はドメインが なるページが 在したりするといったこともあります。また、ASP（ブログ
サービスやレンタルカート）を利用しているかどうかも せて 認します。
　 一のサイト・サービスのみであれば問題はないのですが、複数 在する場合は、それぞれ 々に計 するのか、
クロスドメイントラッキングを用いて同一のサイト として計 するかといった仕様を 認する必要があります。
どちらにするかによって、サイトに設 するトラッキングコードやタグが なるためです。

検証環境への実装
　実際に解析環境を設定する場合、最初から公開用の本 環境に実 するのではなく、事 に 環境で動作 認
を行います。開発環境や 環境は、本 とは なるドメインで設定されている場合や、同じドメインでBasic認
をかけて関 者のみの に 定している場合もあります。ドメインが なる場合は、本 公開時に解析環境内
の設定を一部 更するか、解析環境を複製して 環境と本 環境を 々に計 することもあります。
　なお、 環境でのテストをカウントしないように、ウェブ解析ツールの設定も 更しておく必要もあります。
Google アナリティクスの場合、プロパティを にしてデータの取得から完全に分けて収集する、ビュー上で本
用の表 データから 環境のデータを 外するといった方法があります。

本番環境への実装とタグマネージャーでのテスト
　 環境で問題がなければ、本 環境に実 します。タグマネージャーを導入していて、なおかつタグマネー
ジャーにデバッグやテストの機能がある場合は、本 環境に適用する に、タグマネージャー内で動作 認を行います。
　なお、この 階ではタグマネージャーのデバッグ環境でしか動いていないため、アクセス解析ツールにはデータ
が きません。公開後にアクセス解析ツールにデータが できているかどうかを必ず 認しておきます。
　また、実際に本 環境で公開する場合、開発環境や 環境でのアクセスデータをカウントしないように、事
にフィルタで 外設定します。

本番環境での実施
　本 環境での実施直後に、データが正 に計 できているかを 認します。もっとも な方法は、Google アナ
リティクスのリアルタイム計 です。ページビューやイベントなどは 定できますが、カスタムディメンションや 
eコマースなどの情報はリアルタイムにはわからない点は注意が必要です（後 のGoogle Analytics Debuggerや
タグマネジメントツールのデバッグ機能では 認可能です）。自身がフィルタ 外設定に引っかかる場合やオプト
アウトのアドオンをブラウザーにインストールしている場合も、リアルタイム計 に されないことに注意して
ください。そういった際には、シークレットモード（プライベートモード）にすると、基本的にオプトアウトのアド
オンが になります。また、ウェブサイトがPCサイトとスマートフォンサイトが 々に 在していて、なおかつ
々に計 している場合も、必ず両サイトで値が計 できているかを れずに 認してください。
　Google アナリティクスの場合、ブラウザーに 加でインストールする 機能（アドオン）の「Google Analytics 
Debugger」が 利です。この 機能を利用することで、Google アナリティクスが正常に 働しているかを 認
できるので、ぜひ活用してください。
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3-1-6 　ウェブ の と
　ウェブ解析の実 後、ほとんどの場合、そのまま運用することはありません。さまざまな内的外的環境の 化に
伴って、設定の 更が必要になります。その際は、必ずドキュメントをアップデートするように めてください。

内部要因
　社内方 、システムやサイトの構造の 更によるメンテナンスが起きるケースです。

3-1-7　ウェブ の と （ 部 ）

　 目 要

1 サイトフロー・
ウェブシステム
更

サイトの上層から下層までのディレクトリ構造の 更や、ランディングページの新規 加など
によって解析環境に 更が必要な場合がある。また、WordPressなどのCMSのテーマやテン
プレート、プラグイン 更や、バージョンアップによっても が出る場合がある

2 サーバー環境 更 解析ツールによっては、利用可能かどうかがサーバー環境に するものもある。サーバー
転によって、特にレンタルサーバーなどでは自由にソフトやツールをインストールすること
が認められていない場合があり、アクセス解析が えなくなることがある

3 関連システムや解
析ツールの見直し

MAツールやCRMツール、解析ツールなど、 今ではさまざまな種 のツールが 在する。
ツール間で連携できるものもあれば、特定のツールでしか取得ないデータなども 在するた
め、事業の成果に び付く最適なツールは かを定期的に を続ける

4 マーケティング戦
略 更

広告やコンテンツマーケティング、ソーシャルでのマーケティング戦略を 更するにあたっ
て、解析環境を随時 更していく必要がある。各部 間や担当者間での連携が取れていない
場合、戦略 更やサイト修正があっても、解析担当者がそれを していなければデータが
正しく計 できない事 になりかねない

外部要因
　インターネット環境や社会 の 更によってメンテナンスが必要となるケースです。

3-1-8　ウェブ の と （ 部 ）

　 目 要
1 ウェブの環境の

化
SSLの設 が 要となったり、モバイルからのアクセスを容 にするAMPが 及したりなど、
ウェブの環境は常に 化している。このような 化に対してシステムの実 が必要となり、
果としてウェブ解析の設定を 更しなければならない場合がある

2 法 や規制の 化「EU一般データ保護規則（GDPR General Data Protection Regulation）」が施行されたことで、
EU域内に拠点があるかどうかを問わず、EU域内の個人データを取り う場合は同法の対象と
なる。また、現在EUで策定が進められている「eプライバシー規制（通 クッキー法）」では、
サイト訪問者に対してクッキーを付与してもよいかどうかの 認が義務付けられ、今後のイ
ンターネット広告やその 果 、ウェブ解析に を及ぼす可能性がある。 としては、
クッキー法の国内適用により、アクセス解析を含むクッキーを利用するウェブサイトは、ユー
ザーからのオプトイン（ する）ボタンが必要になる可能性が げられる
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3-2 タグマネージャーの導入と活用

3-2-1　タグマネージャーによるタグの な
　Google アナリティクス、Adobe Analyticsといったウェブビーコン方式のアクセス解析ツールでは、「タグ」と
ばれるJavaScriptを ってユーザーのサイト上での行動 歴を収集します。広告 果 定やリマーケティング、

CRM（顧客管理）・マーケティングオートメーション・ソーシャルプラグインなど、アクセス解析以外にもタグを活用
するツールは数多く 在します。そういったサービスを利用する場合、タグをウェブサイトのHTMLファイルに都
度 入する必要がありますが、対象となるウェブサイトの規模が大きいと、 のような問題が発生します。

◦対象となるページが多いと、タグを 入・ するための工数が 大になる
◦イーコマースのようにシステムを活用したサイトの場合、エンジニアによる作業・ が必要になる
◦施策の内容によって、ページごとにタグをカスタマイズして実 する必要がある
◦サイト構成が複雑だとタグの実 れや 複実 の れがある
◦現在利用中のタグの実 を 的に することが になる
◦タグが不要になったときにも する作業が発生する
◦不適 なタグの実 によってサイト表 や機能 の可能性がある
◦ 意のあるタグによる情報 やウイルス 入といった危 性がある

　このようなタグにまつわる課題を解決するために「タグマネージャー（タグマネジメントツール、タグマネとも
ぶ）」と ばれるツールが生まれました。タグマネージャーを利用すれば、タグマネージャー自身のタグ（「マスター
タグ」などと ぶ）をウェブサイトに実 することで、必要となるデジタルマーケティングサービスのタグ（「サービ
スタグ」「ベンダータグ」などと ぶ）を代わりに び出します。実行したいサービスのタグは、タグマネージャーの
管理画面で 作できるため、ウェブサイトのHTMLファイルを修正する手間も けます。

3-2-2　タグマネージャーの な
　タグマネージャーは、外部のデジタルマーケティングとの連携に役立つ機能を数多く えています。ツールに
よって び方が なるため、自分が利用するツールのマニュアルで 認しておきましょう。

◦タグの実
ウェブサイトで利用したいタグの実行（発 ）の有 ・ を り える

◦ の
URL・ページタイトル・参 元・クッキーの値など、ウェブページで発生するさまざまな情報を「 数」として定義
し、その情報をサービスタグに引き渡す

◦タグの実 ルール
「コンバージョンページではコンバージョンのタグだけを実行」など、実行をURLなどの 件で制 します。
◦クリック・ などページ の
リンククリックやコールトゥアクションなど、ページ表 以外のユーザー行動をトリガーにサービスタグを実
行します。

◦エラーの
エラーが発生したタイミングで、それを計 するサービスタグを実 します。ツールによっては、独自にエ
ラーを してレポーティングする機能も提供しています。
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◦プレビュー
設定したタグや機能を、特定のブラウザーのみで実行させます。これにより、十分な を行ってから本 に
公開できます。

◦タグ のバージョン
新たに 加したタグが不 合を起こしたときに、 の に に り えられるようにバージョン管理を
行います。

◦
設定したタグを本 公開する に、どんなタグが実行されているかを 認するためのツールです。タグの実行
ルールやページの 数の に利用します。

　なお、ここでは、スマートフォンアプリやAMP（モバイルに最適化されたページ）など、通常のウェブサイト以外
の計 についての解説は 愛します。

3-2-3　タグマネージャーの に な
　タグマネージャーは、外部のデジタルマーケティングサービスと連携して価値が生まれるツールです。タグマ
ネージャーを活用するのであれば、まず連携したいサービスに関する知 が必要です。そのためにも、Google ア
ナリティクスなどの解析ツールやGoogle 広告などの広告サービスに関する機能や役 を し、それぞれのサー
ビスをタグマネージャーで実 する方法を学んでおきましょう。
　また、リンククリックなどのユーザーのサイト上での かい行動を したいのであれば、DOMやJavaScriptと
いったウェブページ開発に関する技術（「フロントエンドプログラミング」などと ぶ）の知 が、購買や会員 性と
いったサーバーに 積される情報をタグマネージャー経由で外部サービスに するのであればウェブシステム
開発に関する技術（「サーバーサイドプログラミング」などと ぶ）の知 が、それぞれ必要になります。
　デジタルマーケティングの多様化・複雑化に合わせてタグマネージャーの活用に必要な分野も広がっていくた
め、 続的に新しい知 を取り込む勉強が かせません。

3-2-4　 には「Google タグマネージャ」が 利
　タグマネージャーを利用する場合、まずは自社にあったツールを 定するところから始まります。ここでは、
の理由からGoogleが提供するGoogle タグマネージャ（以 、「GTM」）を します。

◦ で提供されているため、 に せること
◦アクセス解析ツールの標準であるGoogle アナリティクスとの 和性が高いこと
◦タグ活用に役立つ機能が 富に っていること
◦直感的でわかりやすい 作画面であること
◦ツールの活用方法に関する情報がネットや書 で数多く 介されていること
◦利用者が多く、 問できるコミュニティが 在していること

　GTM以外にも、特に日本の広告サービスのタグを数多く利用できる「Yahoo! タグマネージャー（YTM）」や、Adobe 
AnalyticsなどのAdobe製品との連携に特化した「Adobe Dynamic Tag Management（DTM）」、大企業におけるタグ
活用やデータ連携を目的とした「Tealium iQ（TiQ）」といったサービスも提供されています。それぞれ特 が なる
ため、GTMで自社のニーズに対応できなくなった場合の として しましょう。
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3-2-5　GTMを ったタグマネージャーの
　では、GTMを サイトに導入して実際の動作を 認します。なお、本稿では紙面の都合から、スクリーンショッ
トの掲 は最小 に えています。 な手順は参 リンクで 介しているヘルプサイトもしくは解説書を参 し
てください。

GTMの基本用語
コンテナ
◦GTMで、タグ・ 数・トリガーといった設定情報を管理するための 位
◦通常は、サイトごとにコンテナを発行して利用する

タグ
◦GTMから び出す外部サービスのタグ
◦「タグタイプ」から利用したいサービスを し、必要な情報を設定して実行する

◦ウェブサイトやページに関する情報をGTMで利用するために定義された、値を格 する器
◦URL・クリックしたボタンのテキストなどが代表的
◦タグやトリガーに必要な情報は、 数を媒介として共有される

トリガー
◦タグを発動する 件（ルール）
◦デフォルトでは「All Pages」というトリガーが用意されている

事前準備
サイトの

　十分な知 がない でタグマネージャーを導入すると、サイトのパフォーマンス 化や機能不全を起こすこと
がありうるため、本 サイトにタグマネージャーを導入する に、 習用のサイトで 行 習をすることをお め
します。 れてきたら、タグマネージャーが持つプレビュー機能を活用すればよいので 習用サイトは不要となり
ますが、 のため、最初は しても大 夫な環境を用意するとよいでしょう。
　 のホスティングサービスを えば、コストと手間をかけずにサイトを構築できます。ページの作り方は後ほ
ど解説するので、まずはページを公開できる領域を準 しましょう。

ツールの
　GTMの動作 では、Google Chromeの「デベロッパーツール」と「Google Tag Assistant」を利用します。
　Google Chromeのデベロッパーツールは標準の機能なので、 加インストールなしで利用できます。Google 
Chromeを起動して、キーボードの�＋�＋i（Macの場合は�＋�＋i）を同時に すと、デベ
ロッパーツールが表 されます。Mozilla FirefoxやMicrosoft Internet Explorerにも同様のツールがありますが、後
の「Google Tag Assistant」の利用を えると、GTMの動作 にはGoogle Chromeがお めです。
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　「Google Tag Assistant」は、Google アナリティクスやGTMなどのGoogle系のタグ関連サービスの動作 を行
うためのツールで、Google Chromeの 機能として提供されています。「tag assistant ウェブストア」といった
キーワードで すればウェブストア（プラグインをインストールするサイト）へのリンクが出てくるので、そこか
らツールをインストールします。
　これらのツールの い方については、参 リンクで 介しているヘルプページを参 してください。

Googleユーザーアカウントの
　Google アナリティクスやGoogle 広告といったGoogleのサービスを利用する場合には、Googleのユーザーアカ
ウント（GmailもしくはG Suite）が必要となります。会社や個人でGoogleアカウントを持っていない場合には、事
にGmailアカウントを作成しておきます。

Google アナリティクスのアカウント・プロパティ
　自由に利用できるGoogle アナリティクスのアカウントがない場合は、 に用意したGoogleユーザーアカウント
を ってGoogle アナリティクスのアカウントを作成します。そして、動作 用にプロパティを1つ用意し、その
トラッキング ID（「UA-XXXXX-X」という書式の 子）を手元に えておきます。

Google タグマネージャのアカウント
　Google アナリティクスと同様に、Googleユーザーアカウントを ってGTMのアカウントを作成します。GTM公
式サイト（リンク は後 ）にある「 登 」というボタンをクリックし、必要な情報を入力すれば、GTMのアカウ
ントが取得できます。「360」と ばれる有 版を しなければ費用は発生しません。
　GTMでは、タグなどの設定を「コンテナ」という 位で管理します。GTMのアカウントを作成すると、自動的にデフォ
ルトのコンテナが作成されますが、 在するGTMアカウントを利用する場合には演習用のコンテナを 加します。

GTMスニペットの と ページの
　GTMアカウントを作成すると、「スニペット」と ばれるGTMのマスタータグが入手できます。このタグをウェ
ブページに 入することで、GTMのさまざまな機能が活用できるようになります。

 
図3-2-1　スニペットの

GTMによるGoogle アナリティクスのページビュー計測
　では、GTMを ってGoogle アナリティクスのタグを実行してみましょう。紙面の都合から、ここでは手順のみ
を解説するので、GTMやGoogle アナリティクスのヘルプサイトや書 を参 しながら、実際に 作して手順を
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しましょう。

1. にアクセス
　GTMの管理画面にアクセスして、利用するコンテナを します（1つしかない場合は自動的に される）。

2. タグの
　 メニューの「タグ」をクリックしてタグ設定画面に し、「新規」ボタンを します。

図3-2-2　タグを に

　そして、「タグタイプ」から「ユニバーサル アナリティクス」を します。

図3-2-3　タグタイプを

3. の
　「Google アナリティクス設定」直下のプルダウンメニューから「新しい 数」を して、Google アナリティクス
のトラッキング IDを入力してから名 を付けて保 します。
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4. タグとトリガーの け
　作成したタグのトリガー設定で、「All Pages」というトリガーを 付けます。

図3-2-5　トリガーの

5. 
　タグを保 したら、プレビューボタンを し、GTMを設定したブラウザーで サイトを開きます。Google ア
ナリティクスのレポート画面のリアルタイム分析（コンテンツ）にて、計 の実行を 認します。
　Google アナリティクスによるページビューの計 は、GTM設定の基本中の基本です。最初は設定作業に手間
取ったり、計 果が正しく表 されなかったりするかもしれませんが、1つひとつ原 を べながら問題を解決し
ていけば、必ず 果が出ます。その 行 を経て得た知 は、タグマネージャーの本格運用に役立つことでしょ
う。この手順をマスターすれば、Google アナリティクス以外のGoogle 広告の広告タグといった なった種 のタ
グにも対応できます。

GTMによるGoogle アナリティクスのリンククリック計測
　リンククリック計 とは、サイト外へのページ ・PDFや画 などのダウンロードを計 するための手法です。
従来の方法では、HTML内のリンク（a要 ）に「onclick」 性を 加して実 していましたが、GTMを利用すれば
HTMLの修正を行わずにリンククリック計 が設定できます。
　ここでは、特定のリンクがクリックされたらGoogle アナリティクスのイベント計 を実行するように設定しま
す。まずは、 用ページのHTMLに、 のようなリンクを 加して サイトにアップロードします。

<a hre ="https:// . aca.associates/jp/" target=" lan "> </a>

　コンテンツの準 ができたらGTMの設定を行います。ここでも作業手順だけを掲 するので、ヘルプサイトや書
を参 しながら実際の画面を 作して手順を しましょう。 ほどの管理画面にアクセスした で、 の手
順で作業を進めます。
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1. トリガーの
　 メニューの「トリガー」をクリックしてトリガー設定画面に 動します。「新規」ボタンを し、「トリガーのタイ
プ」から「リンクのみ」を して保 します。

2. タグの
　 メニューの「タグ」をクリックしてタグ設定画面に 動し、
「新規」ボタンを します。そして、「タグタイプ」から「ユニバー
サル アナリティクス」を します。
　「Google アナリティクス設定」から、 ほど作成したGoogle 
アナリティクスの設定 数を し、トラッキングタイプから
「イベント」を します。表 された新しいフィールドに、

3-2-9のように 定します。
　 ほど作成したタグと するため、タグの名 を「クリック
計 」と 定します。

3. タグとトリガーの け
　作成したタグのトリガー設定にて、「リンクのみ」というトリ
ガーを 付けます。

4. 
　タグを保 したら、プレビューボタンを します。GTMを設定したブラウザーで サイトを開き、表 された
リンクをクリックします。そして、Google アナリティクスのレポート画面のリアルタイム分析（イベント）で、計
の実行を 認します。

　この手順をマスターすれば、ウェブサイトにおけるユーザーのページビュー以外の行動をGoogle アナリティク
スで計 したり、資 をダウンロードしたユーザーのみにリマーケティングタグを実行したりといったことが可能
になります。さらに、リンクだけでなくボタンなどのクリック・動画の 生・ページのスクロールなど、計 できる
行動の種 を増やすことができます。

3-2-6 　GTMによるデジタルマーケティング ・ の
アクセス解析の拡張
　タグマネージャーを利用すれば、ユーザーのサイト上での行動を に取り込むことができるので、ユーザー
のランクや興 関心といった 性や購買情報に 付いたアクセス解析が実現できます。ここでは、Google アナリ
ティクスによる 的なアクセス解析の機能を 介します。

カスタムディメンション・ の
　Googleが標準で用意しているディメンション（集計の り口）や 標（数値）以外の情報を利用して解析を行うこ
とを「カスタムディメンション」「カスタム 標」と びます。カスタムディメンションを えば、表 されたページ
に商品名・作者・発行日といった情報を 付け、それらを軸にした分析が可能となります。カスタム 標では、ユー
ザーのランク・ 積ポイントといった数値に基づく情報を 定できます。
　GTMでは、画面の設定だけでクエリストリング・クッキーといった情報を 数として取り込めます。それ以外の
情報を利用する場合には、引き渡したい値をページに め込む必要があります。

図3-2-6　タグの
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<script>
var data ayer = data ayer = 
data ayer.push
 "page author" : " "  // 
 "page category" : " "  // 

</script>

　合わせて、Google アナリティクスのほうでもカスタムディメンション・ 標の設定を事 に行っておく必要があ
る点にも注意が必要です。GTMやGoogle アナリティクスのヘルプコンテンツを参 しながら、実際に ページ
のHTMLを修正して動作を 認すると、より理解が深まるでしょう。

コンテンツグループの
　コンテンツグループとは「ページの分 に特化したカスタムディメンション」とも表現できます。コンテンツグ
ループを 定することで、URLをグループ化して集計することができるので、ページ数が多いサイトで全体を
するような分析に役立ちます。GTMでコンテンツグループを 定する場合も、カスタムディメンションのときと同
様にページの情報（ 数）をタグに引き渡す設定を行います。

eコマース の実
　Google アナリティクスでは、サイトでの購買情報に基づいたアクセス解析を行う「eコマースレポート」機能が用
意されています。「この商品を購入した人にもっとも されている広告」といったように、ユーザーのサイト行動と
購買を 付けて分析できるので、よりアクセス解析に深い意 を持たせることができます。さらに、「 eコマー
スレポート」を利用すれば、購入に至る の購買行動を計 できるので、ユーザーが商品をカートに 入しながら購
入しない「カート 」の も べることが可能です。
　eコマース分析を行う場合、その購買に関する情報をGoogle アナリティクスに引き渡す必要があります。GTM
のデータレイヤー 数として購買情報をHTMLに出力すれば、GTMが情報を取得してGoogle アナリティクスのタ
グに引き渡します。そのときのデータレイヤー 数の書式は、GTM開発者サイトもしくはGoogleが公開している
サンプルサイトを参 してください（章 にリンクを掲 ）。

広告の効果測定やターゲット指定の精度向上
　タグマネージャーは、広告 果を高めるための施策の活用にも利用されます。主な として、 のようなものが
あります。

コンバージョンタグの実
　広告 果 定の主要な 標として、資 求や商品購入といったサイトのゴールに した件数をカウントする
「コンバージョン計 」が げられます。コンバージョンを 定する場合、その 件に合 したタイミングのみでコ
ンバージョン計 を行う「コンバージョンタグ」を実行する必要があります。
　GTMでは「トリガー」を ってタグの実行を制御します。管理画面の メニューにある「トリガー」をクリックし
てトリガー設定画面に 動し、トリガーを新規 加します。そして「URLに"thankyou.html"を含む」といったルー
ルを 定して保 し、ルールに合わせて実行したいタグと 付けます。トリガーを活用すれば、「ユーザーがペー
ジをすべて み えたとき」「資 のPDFをダウンロードしたとき」「スマートフォンサイトから 定した電
に発 したとき」など、コンバージョン 定のタイミングを任意に 定できるため、よりビジネスニーズに した広
告 果 定が実現できます。



136 ェ

ウ
ェ
ブ
解
析
の

計

第
3
章

リマーケティングタグの実
　リマーケティング広告とは、「サイトに訪問したユーザーは、その商品・サービスに対する関心が高い」という 説
をもとに、サイト訪問経験者に対して優 的に広告を表 する機能です（同様の意 を持つ「リターゲティング」は
MicroAd社の登 商標です）。
　一般に、リマーケティングタグはウェブサイトのすべてのページで 件に実行されますが、そうすると、たま
たまサイトを訪問したユーザーに対しても広告が 出され、その都度、費用が発生します。そのため、最近では「商
品 ページを み わったら」「ページを全部 み込んだら」など、「一見さんではないユーザー」を対象にしてリ
マーケティングタグを実行するケースが多く見られます。そういった 件 定でのタグ実行にも、GTMのトリガー
が活用できます。
　最近では、Criteoに代表される「動的リマーケティング」「フィード広告」と ばれる広告サービスへの出稿も増え
ています。これらの広告では、ユーザーの購買行動の進 度合いや関心の高い商品に合わせて広告を最適化して
します。その際には、やはりページから購買行動に関する情報をタグを介して広告 に引き渡す必要が出てくる
ので、GTMの活用 地が広がります。

コンテンツの
　タグの活用用 は、ユーザー行動のデータ収集に 定されません。A/Bテスト・パーソナライズ・レコメンドのよ
うに、ウェブページのコンテンツをユーザーの行動や 性に合わせて改 する「コンテンツ最適化」にも われます。
GTMには「Google オプティマイズ」というGoogleが提供する最適化ツールのタグが標準で用意されています。

3-2-7 　タグマネージャー の
タグマネージャー運用のゴールを確立
　アクセス解析にも共通していえることですが、タグマネージャーは 利な道 であっても、デジタルマーケティン
グ実施のゴールではありません。ツールの明 な活用イメージと得られるメリットがない でタグマネージャー
を導入しても の持ち れとなります。
　「自社のビジネスゴールはどこにあるのか 」「そのゴール達成にウェブサイトをどう活用すべきか 」「それを実
現するための施策は 」といったように、ビジネスゴールを起点にして施策を えることで、 体的なタグの実 ・
運用が設計できるわけです。また、組織でタグマネージャーを運用する場合には、そのゴールイメージを関 者と
共有して を進める必要も出てきます。常に大 を見ながら業務を 進していく 勢は、タグマネージャーの運用
でも 要になってきます。

導入先のサイト構成の徹底した理解
　タグマネージャーを導入するサイト構成を理解していなければ、タグの実 れ・不要なタグの実行が発生し、
果として「アクセス解析レポートの 度が下がる」「正しいコンバージョンに基づいた広告の評価ができなくなる」と
いったビジネスへの弊 が生じる可能性が出てきます。コンバージョンページが決 手 によって なっていると
いった場合には特に注意が必要です。
　eコマース解析や動的リマーケティングを活用する場合、サイトの情報設計（IA）に基づいた適 なタグの実 が
求められるため、より にサイト構成を しておく必要が出てきます。「アクセス解析はサイトの構成 から
始まる」という原則は、タグマネージャーでも同じです。

連携するツールに対する理解
　タグマネージャーは、ほかのツールと連携することによって初めて価値を生み出すツールであり、タグマネー
ジャー 独で導入しても役には立ちません。GTMの 数・トリガーの い方がわかっても、実際に取り込んだデー
タを解析ツールで分析する方法がわからなくては、データの活用は しいでしょう。Google アナリティクスのカス
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タムディメンション・コンテンツグループ・eコマース解析を実現したいのであれば、まずはGoogle アナリティクス
のヘルプコンテンツを参 して「 ができるのか」を理解した上で、GTMでの実 方法を しましょう。広告につ
いても同様です。高度なリマーケティング広告を実施したいのであれば、まずは各広告サービスが提供する機能を
理解する必要があります。

タグマネージャーの運用ルールを定義
　タグマネージャーはデジタルマーケティング活用に 利なツールであると同時に、不適 な利用によってウェブ
サイトの機能を 化・ させる可能性があるものです。また、 意を持った人に が渡ってしまうと、ウェブサ
イトのコンテンツ改 や情報 を起こす可能性もあります。必要以上に れることはありませんが、タグマネー
ジャーを業務で利用するならば、 の事 を関 者に徹底しましょう。

◦タグマネージャーへのログイン は、 できる人のみに与える
◦新しい機能を一般公開する に、十分な を行う
◦タグを 加する場合は、 者・目的・利用期間といった情報を しておく
◦ が発生したときの対 方法や連 を関 者に共有する

3-2-8　 リンク
Google タグマネージャ（GTM）関連
◦ 式サイト

https://www.google.com/intl/ja/analytics/tag-manager/
◦ヘルプサイト

https://support.google.com/tagmanager/?hl=ja#topic=3441530
◦Google アナリティクスのトラッキングに するコミュニティ（GTMの も ）

https://www.ja.advertisercommunity.com/t5/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%
83%B3%E3%82%B0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A3%85/bd-p/
analytics_tracking

◦ けサイト（英 ）
https://developers.google.com/tag-manager/devguide

その他Google関連の公式サイト
◦Google ユーザーアカウントの

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ja
◦Google タグアシスタントの ページ（英 ）

https://support.google.com/tagassistant#topic=6000196
◦Google Chromeの ツール

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/?hl=ja
◦ eコマース の実 サンプルサイト

https://ga-dev-tools.appspot.com/enhanced-ecommerce/
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GTM以外のタグマネージャーの公式サイト
◦Yahoo!タグマネージャー

https://tagmanager.yahoo.co.jp/
◦Adobe Dynamic Tag Management

https://www.adobe.com/jp/enterprise/cloud-platform/activation.html
◦Tealium iQ

https://tealium.com/ja/products/tealium-iq-tag-management-system/
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3-3 ソーシャルメディア解析の設計
　ここでは、主にFacebookやTwitter、InstagramなどのSNSを運用する上での設計について説明します。

3-3-1　ソーシャルメディア の
　ビジネスでソーシャルメディアを活用する場合、運用面で しておくべきことは の3 目です。

1. 
運用目的、目標値、運用人数、 稿方 と 稿する情報の内容、ユーザーからのレスポンスに対する対応など
を定めます。

2. 
ビジネスでソーシャルメディアを活用するにあたり、今や広告の活用は必 といっても ではありません。
フォロワー増加・インプレッション 得のための広告 算を 保し、出稿プランを立てます。

3. 
当初立てた目的に対し、運用 程の成果をチェックします。

　これらの運用 目以外にも、 上や情報 などのリスク管理についても事 に しておく必要があります。
そのため、まずは事業用のソーシャルメディアのアカウント開設をお めします。ソーシャルメディアで かトラ
ブルが起きたときに、事業主としての公式見解を伝えることができるからです。

ソーシャルメディアの運用体制
　ソーシャルメディアを法人で運用する場合、まず運用できる体制を えるところからスタートします。

1. 
ソーシャルメディアの運用目的は大きく2つに分けられます。
a. エンゲージメント
　認知度の 大・ユーザーとのコミュニケーションによる 度の向上など
b. コンバージョン
　来店や販売・サイトへの 導など
a.を目的とする場合は、ファン数やエンゲージメント（コメントやいいね など、ユーザーからの 応）数を目
標値として設定します。数値だけでなく、どのようなコミュニケーションが行われたのか、ユーザーはどのよ
うに自社のことを 及しているのかなど、定性的な要 もチェックしながら運用します。
b.を目的とする場合は、クリック数・クリック率・CVRなどが 標となります。ソーシャルメディアをコミュニ
ケーション媒体としてではなく、告知メディアとみなして運用します。
どちらかを しなければいけないというわけではなく、 によっては「Aをメインに運用しながらBの要
を持った 稿も 用する」といった場合やその もあります。 要なのは、ただ と日々 稿するのではな
く、AかBのどちらかの意 を持った 稿をするかという点です。

2. 
担当する人員は 体的に誰なのかを決めます。運用の実 としては「誰が運用するのか」を明 にしておけば、
1人で運用するのか、複数で担当するのか、いずれでも構いません。複数で運用する場合、同じタイミングで
複数の担当者が発 できる は けてください。複数の担当者で運用する場合は、まるごと1日そのアカウ
ントを担当するという での運用をお めします。たとえば、Twitterの運用を 中の担当はAさん、 後か



140 ェ

ウ
ェ
ブ
解
析
の

計

第
3
章

らはBさんが発 する体制だったとしましょう。 に発 したツイートに対し、 後にフォロワーさんから
リプライが入ったら、AさんかBさんかいずれが対応するのか する場合などがあります。「 後だからBさ
んが対応すればよい」などと決めておくこともできるのですが、ツイートの内容によってはAさんしか回 でき
ない場合もあります。

3. する の
告知・スタッフ 介・時 のあいさつ・ 介など、3 5ぐらいのカテゴリーに分 し、発 しましょう。そ
の他、機 情報など発 してはいけない内容を共有しながらも、 かい部分は運用担当者の に任せて運用
するのがよいでしょう。そのほうが活発なコミュニケーションが多く生まれる 向にあります。
また、レスポンスの方 を決めておきます。ユーザーからのレスポンスへの対応について、「すべてコメントで
」「任意のコメントのみに 」「もらったコメントに対して「いいね 」などのアクションにとどめる」「特

に対応はしない」などの方 を定めましょう。理 は「すべてコメントで 」ですが、ソーシャルメディアを
運用していると、意 せぬ 的なコメントなどを書き込まれるケースがあるので、実 としては「任意のコメ
ントのみ 」のスタイルで運用している企業が多いようです。

ソーシャルメディア広告の運用計画
　ビジネス目的でソーシャルメディアを運用する場合、広告の を 行して行うことを強く めています。ソー
シャルメディア草創期は、各メディアで 題になる・日々の 稿に多くの 応があるという を伴って、フォロ
ワーやファンが増加するということも しくありませんでした。しかし、ここ数年、 稿そのものが大きな 応を
得られた場合でも、 してファンやフォロワーが増加するということは多くはありません。たとえば、Twitterで
数万のRT（リツイート）を 得しても、フォロワー自体は数十しか増加しないという現象も実際に起こっています。
　また、 稿そのものを多くのユーザーに けるにも広告の活用が有 です。特にFacebookでは、アルゴリズム
の改定により、通常の運用だけではFacebookページからの 稿をユーザーにリーチさせることが しくなってい
ます。 果的に広告を活用して、 実にユーザーに情報を けるようにしてください。

◦ の
ソーシャルメディアの広告は、「ファン・フォロワーを 得する」と「 稿をユーザーに ける」という2つに分
できます。各ソーシャルメディアではさまざまな広告メニューを できますが、このどちらかに分けること
ができます。
 ・ Facebook
　ファン 得が目的 LikeAD
　 稿リーチが目的 PostAD（動画を 生させるものや、掲 してリンクをクリックさせることを目的にするも
のなど、種 は 富）

 ・ Twitter の
　フォロワー 得が目的 プロモアカウント
　 稿インプレッションが目的 プロモツイート（動画や画 を ってサイトに 導する「カード」と ばれる機
能もあるが、プロモツイートの一種であると認 してよい）

 ・ Instagram の
　 稿リーチが目的 PostAD、ストーリーズ
　Instagramにはフォロワーを 得するためのメニューはありません。
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◦ 出 の
運用開始時に各ソーシャルメディアで広告を できるように準 しておきましょう。
 ・ Facebook
　 管理者として運用しているFacebookページを表 させると、画面 カラムに「広告を管理」というメニュー
があります。ここから広告出稿の設定を行います。

図3-3-1　Facebook の

 ・ Instagram
　 Instagram広告は、Facebookの広告管理画面で出稿・設定します。ス
マートフォンのアカウント設定画面から、「ビジネス設定」からビジネス
アカウントとして設定します。ビジネスアカウントの設定には 付け
るFacebookページが必要となります。Facebookページを運用するか
かにかかわらず、事 にFacebookページを作成しておきましょう。

 ・ Twitter
　 PCでTwitterにログインし、画面右上にある自社アイコンをクリックし、展開されたメニューにある「Twitter
広告」を します。初めて出稿する際に、ビジネスについての情報や支 いに利用するクレジットカード
の登 を行います。Twitterの場合、アカウントを作成してすぐに広告を出稿することはできません。オーガ

図3-3-2　Instagram の
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ニックの運用を数 間実施したのち、初めて広告を出稿する資格を取得できます。Twitter広告の出稿を
提にアカウントを作成する場合は注意が必要です。

図3-3-3　Twitter

◦トラッキングコードの 入
ソーシャルメディアでは、オウンドメディアでの行動をもとにした広告の最適化やリマーケティングの機能が
あります。これらを有 に活用すると、広告 算の自動最適化やウェブサイトを見た人のみに広告を する
など、 率的な運用が可能になります。したがって、必ずソーシャルメディア広告ごとのトラッキングコード
を有 にしておきましょう。

ソーシャルメディアの効果測定
　各主要ソーシャルメディアでは、アカウントそのものや 稿ごとの 果を するための解析機能を標準で利用
できます。企業の担当者は、常にこれらの解析機能を通してアカウントの を しておかなければいけません。
　解析機能を って するべき 目として、 のような3つの 要なポイントがあります。

◦アウトラインの
アカウント全体の を するイメージです。ファンの増 や直近の 稿に対するファンの動きなどを含
め、 要を1つのページで します。

◦アカウントそのものの を
アカウント開設時点から日々の運用を経て、どのぐらい 力が高くなっているのかをチェックします。

◦ ごとの
定期的に各ソーシャルメディアから発 する情報は、どの程度ユーザーに されているのか、また、どの程
度ユーザーからの 応を 得できているのかを 認します。

　それぞれのソーシャルメディアの管理画面での 認方法も説明しておきます。

●Facebookインサイト
Facebookページ上部にある「インサイト」タブをクリックすると、解析データを できます。 に んで
いるメニューから、それぞれの 目のより なデータを 認できます。特に「 稿」メニューは、 稿ごとの
リーチ数やエンゲージメント数を することができるので、日々チェックしておきます。
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図3-3-4　Facebookインサイト

◦Instagramインサイト
Instagramでは、スマートフォンでインサイトメニューを するこ
とで、解析データを 認できます。「コンテンツ」ではフィード 稿や
ストーリーズ 稿ごとの 果を、「オーディエンス」メニューではフォ
ロワーの 性などを 認できます。

◦Twitterアナリティクス
Twitterでは「Twitterアナリティクス」で 果解析を行います。上部に んだメニューから「ツイート」を す
ると、発 した 稿ごとのインプレッション数とエンゲージメント数を 認できます。「オーディエンス」メ
ニューではフォロワー増 の やフォロワーの 性を 認できます。

図3-3-5　Instagramインサイト
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図3-3-6　Twitterアナリティクス

◦YouTubeアナリティクス
YouTubeの 果解析は、YouTubeスタジオ内で「アナリティクス」メニューを して解析画面を 認します。
チャンネル全体の 生時間やチャンネル登 者をチェックするとともに、動画 の 果 を行います。

図3-3-7　YouTubeアナリティクス

3-3-2　ソーシャルリスニングの
　ソーシャルメディアは、企業が情報を発 する場ではなく、生活者（一般ユーザー）が情報発 を行うことができ
る場所です。この生活者の発 は、フィルタを通すことのない、リアルな です。 い えれば、企業や商品・サー
ビスに対する本心からのポジティブ・ネガティブな評価が れています。そういった生活者の貴 な に企業が
を け（ ）、マーケティングやカスタマーサポートに活用することが「ソーシャルリスニング」です。

ソーシャルリスニングを始める
　ソーシャルリスニングを始めるにあたって、自社や自社の製品についてなど気になるワードがTwitter上でどのよ
うに 及されているかを見てみましょう。まずは 的な として、Twitterの「キーワード 」や「Yahoo!リア
ルタイム 」1でワードを し、どのように 及されているかを 認してみましょう。どちらも、 で利用で
きます。

1　https://search.yahoo.co.jp/realtime
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図3-3-8　Twitterのキーワード 図3-3-9　Yahoo!リアルタイム

ソーシャルリスニングツールの活用
　 の方法では 及内容の大 を 認することはできますが、より かつより多くのツイートに対しソーシャ
ルリスニングを行うには、専門のツールが必要です。国内で われているツールには、 のようなものがあります。

◦Sprinklr（Sprinklr Inc.）
https://www.sprinklr.com/ja/

◦クチコミ 長（株式会社ホットリンク）
https://www.hottolink.co.jp/service/kakaricho

◦ える エンジン（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）
https://www.pa-consul.co.jp/mieruka/

◦Meltwater（Meltwater News US Inc.）
https://www.meltwater.com/jp/

　ここではSprinklr Inc.が提供しているソーシャルメディア統合プラットフォーム「Sprinklr」を って、リスニング
の 要を 介します。

収集対象となるソーシャルメディア
　ソーシャルリスニングでユーザー発 を収集対象とするメディアは、Twitterが中心になります。Facebookや
Instagramは、ユーザー発 の公開 に制 があり、ユーザー発 の取得が であるためです。また、収集対
象とするツイート （ 全ツイート、1/10サンプル 出）については、各ツールやツールの によって なる
ため、事 に 認をしておきましょう。

ソーシャルリスニングを行う目的
　ソーシャルリスニングを行い、ユーザー発 を行う目的は、大きく のように分 されます。
◦企業や商品・ブランドへの 意度
◦実施施策（ キャンペーンやイベント）の
◦カスタマーサポート
◦生活者（ユーザー）とのコミュニケーション（ケア）

ソーシャルリスニングの設計
　ソーシャルリスニングを行うにあたっては、収集対象となる発 に含まれるキーワードの設計が肝であり、 要
な要 となります。キーワードは主に の3 目を設定し収集します。

◦ キーワード ツイートに必 で含まれるべき、メインキーワード
◦サブキーワード 主キーワードと組み合わせて 及されているであろうサブキーワード
◦ ワード 関 なツイートや不必要なツイートを 外するためのワード
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　たとえば、「生 保 」への加入を しているツイート（ボット発 のツイートを 外）の収集を行う場合、 の
ような設計が えられます。

◦ キーワード 生 保  
◦サブキーワード 入会 OR  OR 加入 OR 入る OR はいる OR 入りたい OR はいりたい 
◦ ワード bot OR ボット 

見るべき指標
　ソーシャルリスニングにおいて見るべき 標は、 のようなものです。

◦ツイート および
まずはどの程度のツイートが発生しているかを します。その上で、ツ
イート の （ 化）を見て、対象となる 題の を 認できます。
日によっては、ツイートが することもあるでしょう。その場合は必
ず要 を特定します。たとえば、「 力の大きいユーザーが 及した」
「ニュース 事で取り上げられた」といった場合があります。施策の

に活用する場合は、ツイート総 が 要なKPIとなるでしょう。

図3-3-11　「シェア・オブ・ボイス」（ ）の

◦ポジネガ
ツイート総 と せて、発 されたツイートの内容を見ていく必要があります。ソーシャルリスニングツール
を えば、ツール でテキストの内容を分析して、総 に対するツイート内容（ポジティブ・ネガティブ・ニュー
トラル）の数（ 合）を算出してくれます。それぞれの 合の 化を参 に、生活者の 意度 KPIとして見て
いくとよいでしょう。ユーザーとのコミュニケーションやカスタマーサポートでの活用であれば、ネガティブ
な 及に対して、フォローを目的としたリプライを行います。また、商品に対してポジティブにオススメして
くれているツイートに対してお を伝え、ポジティブなコミュニケーションにつなげ、関 構築につなげると
いった取り組みも実現できます。

図3-3-10　メンションの
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図3-3-12　ポジネガ

● ワード
ワードを含むツイートと関連して 及

されているワードを分析し、発 の 向
を見ていくという活用もできます。たとえ
ば、「ワードクラウド」という機能を えば、
一緒に 及されているワードと をビジュ
アルで 認できます。 及 の多い関連
ワードほど、大きく表 されます。

　また、 出されたツイートに付与されて
いるハッシュタグを 認することもできま
す。生活者発 に多く付与されているハッ
シュタグを、自社アカウントのツイートに
付与するなど、自社アカウント運用の参
にする、Twitterキャンペーン実施時のハッ
シュタグ設計の参 にするといった活用も
よいでしょう。

図3-3-13　ワードクラウド による ワードの

図3-3-14　ハッシュタグの
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3-4 ウェブマスターツール

3-4-1 エンジンの
　 エンジンには、代名 として げられるGoogleのほか、いくつかの種 があります。メディア で流入を
分析すると、対象サイトによって構成が なる場合があることに気付くはずです。全 界を する りはGoogle
が多くのシェアを めるのが実際ですが、国 に見ると いが 在します。また、 するデバイスや 内容（
する事 がBtoBかBtoCかなど）によっても があります。 エンジンごとに対策やツールは なります。

ターゲットユーザーが主にどの エンジンを用いているかを解析によって 認し、適 な施策を します。
　なお、集客強化という視点では、サイト の エンジンの われ方の いは、どの エンジンに広告を出す
べきかという最適解を教えてくれます。
　以 のシェア数値は、 のツールによる （2018年8月現在）に基づいています。

◦Search Engine Market Share Worldwide | StatCounter Global Stats
http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/

Google
　全 界の90 以上、日本国内では72 のシェアを める エンジンです。Yahoo! JAPANの エンジンは、
Googleからアルゴリズムの提供を受けて作られています。そのため、日本でSEOという場合には、実 的には
Googleの エンジンを 提とした対策を すことがほとんどです。
　Googleは、ウェブ上を「Googlebot」というクローラーが日々回 し、ウェブページの情報を集めています。ただ
し、ページを回 しているからといって、参 元として情報を渡すわけではありません。Googleは、SEOのツー
ルとして「Google Search Console（サーチコンソール）」（ 「Google ウェブマスターツール」）を で提供してい
ます。サーチコンソールでは、ドメイン 位でサイトのSEOに関する情報として、サイトへの流入キーワードや
Googlebotが 知したエラーなどを 認できます（ は後 ）。なお、サーチコンソールで見ることのできるクエ
リは、Google で流入したクエリに られます。

◦Google Search Console
https://search.google.com/search-console

Yahoo!
　全 界では2 強、日本国内では22 を めます。Yahoo!のトラフィック解析における留意点は、 での
Yahoo!経由トラフィックの 少が、SEOの不 による 少なのか、Googleへのシェア 行による 少なのかを正
しくとらえることです。オーガニック流入全体が増えており、Yahoo!が っている場合はGoogleへのシェア 行
によるものである可能性を まえて分析してください。
　日本の 画面は、Yahoo! JAPANの方 により、Yahoo!ショッピングなど連携サービスへの 導がGoogleのそ
れよりも目立つように表 されるようになっています。そのため、オーガニックサーチとしてのクリック率は相対
的に下がっています。
　なお、Yahoo!はサーチコンソールのような独自のSEOツールは提供していません。

Bing
　BingはMicrosoftが提供する エンジンで、全 界では3 、日本国内では4 、北米では6 強のシェアを持っ
ています。日本においてはYahoo! JAPANがGoogleのアルゴリズムを 用しているのと なり、Bingは独自のアル
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ゴリズムを 用しているため、Bingのトラフィックを 得するためにはBing向けの対策を講じることが必要です。
　BingはSEOツールとして「Bing Web マスター ツール」を で提供しており、Bingでの対策が必要な場合には導
入を行います。また、Bingは北米ではGoogleに続くシェアを っているため、オーガニックサーチや広告の出稿
としても有望な 対象です。

◦Bing Web マスター ツール
https://www.bing.com/toolbox/webmaster

NAVER
　NAVERは、日本では「Naverまとめ」で有名ですが、本来は 国のNAVERによる エンジンです。 国でのシェ
アは15 として、Googleに ぐ2位となっています。
　NAVERは、SEOツールとして「NAVERウェブマスターツール」を で提供しています。ただし、現時点では
Google サーチコンソールやBing Web マスター ツールのように流入キーワードの情報は提供されず、ほかのツー
ルとの 用が必要になります。

◦NAVERウェブマスターツール
https://webmastertool.naver.com/

Baidu
　Baiduは、中国の百度（バイドゥ）が提供している エンジンで、中国では73 のトップシェアを ります。
　Baiduもほかの エンジンと同様にウェブマスターツール（ 資 平 ）を提供しており、現時点では日本か
らもBaiduアカウントがあればサイトの登 が可能です。
　Baidu（中国）でのサイトのインデックス登 手順には、アカウント登 に中国内電 や ICP が必要になる
など、日本とは なるため、第7章の内容（「中国のウェブの利用 」）もあわせて参 にしてください。

◦ 平
https://ziyuan.baidu.com/ 

Yandex
　Yandexは、ロシアのYandexによる エンジンで、同国では50 強のシェアを持っています。2位のGoogleも
現時点で45 のシェアがあるので、同国内でのシェア は注意して見守る必要があります。
　Yandexも「Yandex ウェブマスターツール」を独自に提供しているので、ロシアでの マーケティングには必ず
導入を してください。

◦Yandex.Webmaster
https://webmaster.yandex.com/

3-4-2　サーチコンソール・ウェブマスターツールの
　アクセス解析ツールでは エンジンからのトラフィックはわかっても、ユーザーの っているオーガニック
サーチの ワードはわかりません。そこで、ウェブマスターツールやサーチコンソールを利用します。これらは

エンジンで正しくインデックスするためのクローラーの制御やサイトの改善のアドバイスに加え、 キー
ワードとインプレッション、クリック数、順位を表 してくれます。ただし、これらの 果についての情報は
算の値である点、 数の少ないワードは表 対象から外れてしまう点には注意してください。
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Google サーチコンソール
　Google でのパフォーマンスと に関わる情報を知ることができます。 体的には、 のパフォーマン
ス、インデックス カバレッジ、モバイル ユーザービリティなどの 要な 標や、 エンジンから見たエラーなど
の通知の 要を 認できます。 AMP ページや 機能の などが含まれる場合は、それらに関する情報も表
されます。プロパティのパフォーマンスや、対 する必要のある 大な問題についての 要を 認してください。

図3-4-1　Googleサーチコンソール

　導入時に、 の設定を行っておきます。

1. プロパティの所有 の 認
2. サイトマップの
3. Google アナリティクスとの連携

プロパティの
　対象サイトのGoogle アナリティクスやGoogle タグマネージャ（GTM）と同じGoogleアカウントでサーチコン
ソールの管理画面にアクセスし、「新しいプロパティの 加」から、そのサイトのURLを入力します。
　Google タグマネージャかGoogle アナリティクスで認 するのが一般的ですが、「HTMLタグをアップロード」「ド
メインサーバーにログイン」といった方法でも所有 の 認が可能です。

サイトマップ
　サイトマップは、Googleにクロールを したいURLを一 で するファイルです。サイトマップ掲 のURL
を参 にGooglebotがサイトをクロールします。

1. サイトマップを準 します。サイトマップはXML 式のほか、テキストファイル、RSSフィードなどが 容 1さ
れている。「sitemap.xml Editor」 2など、XMLサイトマップ作成ツールも提供されているので、適 活用する。
また、WordPressではサイトの更新に合わせてサイトマップの自動更新を行ってくれるプラグインもあるので、
管理しやすいツールを う

2. 作成したサイトマップをサーバーに設 する

1　https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=ja
2　http://www.sitemapxml.jp/
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3. 設 したパスを、サーチコンソールの メニューの「インデックス>サイトマップ」から「サイトマップの 」で
する

Google アナリティクスとデータを
　Google アナリティクスとサーチコンソールを連携させることで、Google アナリティクスの画面からもサーチコ
ンソールのデータを部分的に 認できるようになります。

1. Google アナリティクスにログインして、「集客 Search Console」を
2. Google アナリティクスのプロパティ設定画面に 動後、「Search Consoleを 」ボタンを し、「 加」を
3. Google アナリティクスとデータ連携したいドメインを して「保 」を

Bing Web マスター ツール
　Bingでの表 を管理するためのツールです。サイトマップをアップすることでクローラーによるインデックス
化を支援します。Bingでの 果についてトレンドと数値がわかるだけではなく、 フレーズごとの ボ
リューム数やSEOの 、マルウェアやフィッシングの にあっていないかのセキュリティの もできます。

図3-4-2　Bing Web マスター ツール

3-4-3　 エンジンのキーワードの ツールの
　 エンジンのキーワードの順位は、 のウェブマスターツールで表 することも可能ですが、 度やマイ
ナーなキーワードの 定に問題があります。実際の 果を 定し、自社と競合を することもできます。

日本国内の検索エンジン順位測定ツールの設計
　「GRC」3は、ローカルのPCにインストールして 用する順位チェックツールです。 で10キーワードまで、有
であれば年間4,860円で500キーワードまで 定できます。

3　http://seopro.jp/grc/tutorial
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図3-4-3　GRC

日本国外の検索エンジン順位測定ツールの設計
　海外での 果のキーワード順位を知りたい場合には、
したGRCの海外版である「GRC-W」や「RankTracer」などの

ツールがあります。それぞれ 版があるので、 してみて
い勝手のよさそうなものを 用するとよいでしょう。GRCは
海外版と国内版が分かれていますが、RankTrackerはすべてが
1つになったものです。
　GRC-Wは、60の国のGoogle を取得することがで
きます。外部ツールとのつなぎ込みなどを えている場合
はRankTrackerであれば、出力 式が べるので 利です。
RankTrackerは、Googleを含めた600以上の エンジンに対
応しています。

　 3-4-5はGRCで、 3-4-6はGRC-Wで、実際にランクを計 したものです。GRCとGRC-Wで の 果が な
るのがわかります。ただし、気を付ける必要があるのは、Googleは1つのサーバーで運営しているのではなく複数
のサーバーを っており、アクセスするサーバーによって取得するランクに があることです。また、アクセス
する場所によって取得できるランクが なることも に入れておいてください。ランクチェックツールと実際のブ
ラウザーの 果の順位が なる原 の多くは、この2つが理由です。

図3-4-5　 GRC-Wで ドメインgoogle.co.id
で した

図3-4-4　GRC-Wで の をしているところ
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図3-4-6　 GRC-Wで じキーワードでランキン
グを した

3-4-4　XMLサイトマップの
　XMLサイトマップのアップロード方法を解説しましたが、XMLサイトマップの解析における活用の仕方も説明し
ておきましょう。XMLサイトマップをサーチコンソールから することで、 したURLのうち、どれだけイン
デックスされたかを 認できます。

図3-4-7　 サーチコンソール（ /jp/sitemap_index.xml 
のインデックス ）

　 したように、Googleの 果に表 されるためにはGoogleにインデックスされることが 提なので、自
社のページが数多くインデックスされることを目 します。ただし、Googlebotにクロールされなかったり、クロー
ルされてもGoogleにコンテンツの品 を評価されなかったりするとインデックスされないこともあります。その
ため、XMLサイトマップを したからといって、すぐにすべてのURLがインデックスされるとは りません。イ
ンデックスさせたいURL数とインデックスされないURLのギャップを めるために、クロールを適正化したりコン
テンツの品 を高めたりするなどのSEOを実施します。
　この特性を応用した実践的な利用法について説明します。動的生成ページを中心に構成される中・大規模サイト
では、個々のページ 位というよりもディレクトリ・テンプレート 位でSEOを することが多いでしょう。トッ
プページや一時的なランディングページ（ 節キャンペーンなど）を けば、 一のページが 得するクリック数は
全体に すれば大きいものではないため、個々のキーワード 位でなく、一 ページや各ロングテールキーワー
ドに対応する ページの 位で改善することで、大きな成果が期待できます。そこで、「一 ページ」や「 ペー
ジ」などのディレクトリ・テンプレート 位でSEOを実施すると、成果はディレクトリ・テンプレートごとに現れま
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す。そのため、テンプレートの なるURLを1つのXMLサイトマップで するのでなく、同一のテンプレートを
用いたディレクトリURLごとにXMLサイトマップを分 して します。このXMLサイトマップ分 により、ディ
レクトリごとのインデックス進行率を 認することができ、実施したテンプレートごとのSEOで実際に 果があっ
たのかどうかを明 に り分けて できます。また、この方法では、オーガニックサーチが不意に ちてきたと
いう場合に、サイトのどのあたりに問題がありそうかを むこともできます。

 
図3-4-8　XMLサイトマップを して する

　SEOでは、実行したほうがよいことは数多くありますが、 られた時間とリソースの中で行うのは、大きな問題
の を早期に発見することが最優 です。SEOに新規に取り組む場合は、サイトのどのあたりに問題が 在するか
を明らかにするため、オーガニックサーチの総トラフィックの だけでなく、このように要 を り分けて解析
して問題発見に取り組んでください。
　なお、XMLサイトマップは1ファイルにつき50,000URLまでの掲 であること、インデックスさせたいURLを掲
すること（404ページなどは原則として含めない）に留意してください。また、サーチコンソールにおける 式は

XMLだけでなくテキストファイルやRSSフィードなども 容されているので、利用しているツールやCMSによって
は、それらのファイルを活用することも してください。

◦サイトマップの と  - Search Console ヘルプ
　https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=ja
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3-5 広告効果測定の設計
　主にインターネット広告の 果 定をするための設計について説明します。広告 果を 定する方法、広告の種
、個 の手法ごとの 定方法を 介します。

3-5-1　
　広告 果 定とは、広告活動の目的に対して出稿の 果を 定し することです。広告の目的は「認知の 大」
から「販売促進の強化」までさまざまですが、最 目的は「売上および利益」をあげることにほかなりません。
　ウェブ解析士として特に知っておかなければならないことは、ウェブ広告における広告 果 定です。ウェブ広
告の 果 定は、 にウェブサイトのアクセスログデータだけで解析を行うのではなく、アドサーバーのデータ解析
や、さまざまなデータを び付けて分析を行う必要があり、それぞれの数値の特性を理解しておく必要があります。

広告主サイト

すべて　画像　ニュース　ショッピング　もっと見る▼　検索ツール

約 168,000 件 （0.46 秒）

●●●●●●●●

アド
サーバー

広告 ランディング
ページ

売上／損益
購入ボタン

ウェブ ( 解析 )
サーバー

パフォーマンス指標
インプレッション

クリック
CTR（クリック率）

AD（広告配信）サーバー計測 ウェブ（解析）サーバー計測 売上 / 損益

効果効率指標

経営／マネジメント指標

コンバージョン
CVR（コンバージョン率）

CPA（獲得単価）CPC（クリック単価）
ROAS
ROI

集計
指標の種類

P/L

図3-5-1　

　 3-5-1に したように、広告 果 定には「アドサーバー上の計 」「ウェブサーバー上での計 」「実際の売上
／ 益による 定」という3つの手法があります。
　アドサーバーではインプレッションや間接 果まで含めた幅広い 果 定ができますが、クリックしたあとの
ウェブ内での行動以 の 度は くなります。ウェブサーバー上での計 はウェブサイト訪問後の行動やコン
バージョンまでは 定できますが、インプレッションまでは 定 に含められず、 品などによる売上 といっ
た な収益の 定は です。売上 / 益の 定は費用対 果という視点ではもっとも 度が高いのですが、イ
ンプレッションやウェブ上の行動がわかりません。
　このように、 定する方法が なるため、同じ 標でも、それぞれ なる数値になります。長所 所を活かして、
複数の 定から広告の 果を する必要があります。

3-5-2　 の
　インターネット広告には、 した 連動型広告やディスプレイ広告を含めて、 のような広告手法があります。
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純広告
　出稿媒体、媒体上の位 、広告掲 期間などを 定して出稿する「ディスプレイ広告」のことです。インプレッショ
ン保 として、インプレッションが 達の場合広告掲 を 長できる場合もありますが、一般には 定した期間を
ぎると広告掲 は 了します。略して「純広」と ばれたり、掲 が 定されているため「 売り広告」と ばれ
たりすることもあります。アドネットワークなどを経由せずに掲 することもよくあり、大手ニュースメディアや
ポータルサイトでよく われる手法です。広告のコストは広告 によって定価が決まっていて、広告代理店の販売
マージンや 引が設定されている場合もあります。

ソーシャルメディア広告
　運用型広告の一種です。ソーシャルメディア広告を利用すると、ユーザーが利用時に登 している年 、性 、
地域、 ・関心といったリーチしたい層に対して広告を できます。GoogleやYahoo!などの 連動型広告
は、 という行動をした人にしか広告を見せることができません。それに対してソーシャルメディア広告は、ソー
シャルメディアに参加しているということから「自分が関心のある」あるいは「自分に関 がある」という層に 和性
の高い広告を できます。

◦Facebookを った
Facebook広告は 連動型広告に べて、 や関心などの かいセグメントが えます。広告は、ページ
稿の広告、カルーセル広告（複数の画 、ページへのリンクを掲 できる広告）、動画広告などがあります。

また、 として、InstagramとFacebook MessengerとFacebookの持つメディア（Audience Network）も
含まれます。リマーケティング広告のような手法もあり、自社サイトを見たユーザーをターゲティング と
して い、そのユーザーがFacebookを見たときに広告を することも可能です。課金種 はプロモーショ
ンの目的（キャンペーン設定）により、クリック課金、インプレッション課金、エンゲージメント課金など、多
岐にわたります。

◦Twitterを った
Facebook広告と同様に、Twitter広告の課金種 もプロモーション目的によって 動します。出稿方法は、設
定したキーワードでツイート・ したユーザーに する方法と、特定のユーザーのフォロワーや興 関心
で出稿する方法、関 者へ する方法などがあります。エンゲージメント（フォローやリツイート）を高める
広告とウェブサイトへの 導を目的とする広告やインストールを目的とする広告などがあり、 でスピー
ディな広告 が可能なのが特 です。

◦LINEを った
LINE Ads Platformを通して、LINE内のコンテンツ（タイムライン、LINE NEWS、LINE BLOG、LINEマンガなど）
に できます。広告フォーマットには、静 画だけでなく、動画広告も含まれます。ターゲティング種 は、
リターゲティング、興 関心、Look a like（ ）などがあります。ソーシャルメディアの種 によって利
用ユーザー層が なるため、他ソーシャルメディア広告ではリーチできない層にも広告表 が可能です。

検索連動型広告
　運用型広告の一種です。GoogleやYahoo!などの エンジンの 果ページに、 対象ワードに関連した
広告を表 できます。たとえば、ウェブ解析士協会が「ウェブ　解析」のワードで出稿すれば「ウェブ　解析」と
した人の 果に広告が表 されます。自 で
の順位を上げることが な場合でも、 果ペー
ジに広告という で自社サイトへのリンクを表 でき
るのが 連動型広告です。
　 連動型広告も自 と同様に、上位に表 さ
れるほどクリック数が増える 向にあります。 連

ウェブ　解析
ウェブ　解析

すべて　画像　ニュース　ショッピング　もっと見る▼　検索ツール

約 168,000 件 （0.46 秒）

広告欄

検索結果

図3-5-2　 の キーワード の に
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動型広告で多くのユーザーを集客したいのなら、より上位に表 されるような施策が必要です。 連動型広告が
自 と なるのは、広告が1回クリックされるごとの 価を上げたり、広告の品 （後 ）を高めたりすると、
果画面の上位に表 されやすくなる点です。

ディスプレイ広告
　運用型広告の一種です。ディスプレイ広告は、 エンジン上ではなく、提携ウェブサイトの広告 に表 され
る広告です。 連動型広告とは なり、テキスト広告だけではなく画 （ビジュアル）でも広告を掲 できるため、
より視覚的にユーザーに えることが可能です。また、ユーザーの興 関心、設定したキーワードやトピック、 定
したサイト（Q&Aサイト、食のポータルサイトなど）、年 や性 、地域の 定などの 件を付与することで、ター
ゲットを り込んで ったユーザー層に対してのみに広告を表 できます。Googleの「Google Display Network
（GDN）」やアドネットワークを利用したDSP の多くも、このディスプレイ広告です。

◦コンテンツターゲティング
ターゲティング設定したキーワードやトピックな
どの要 に基づいて、ディスプレイネットワーク
の関連性の高いサイトに広告が表 されます。関
連性の としては、サイトのコンテンツが自動
分析されてメインテーマが り出され、そのメイ
ンテーマが関連性の要 になります。

◦オーディエンスターゲティング
ターゲティング設定したユーザーリストや特定の
事 に興 ・関心を持っているユーザーに対して
広告が表 されます。代表的なターゲティングと
して、リターゲティング広告が げられます。

サーチターゲティング広告
　運用型広告の一種です。サーチターゲティング広告
では、Yahoo! JAPANの 機能を って、ユーザーが
に したキーワードを利用し、ターゲティング

を行えます。 に特定のキーワードで したユー
ザーが、Yahoo!ディスプレイアドネットワークを
中に、テキストやイメージ画 で 求できます。

リターゲティング広告
　運用型広告の一種です。リターゲティング広告（Google 広告での リマーケティング、Yahoo!プロモーショ
ン広告での リターゲティング）は、一度サイトを訪問したことのあるユーザーに対してのみ、一定期間、提携
ウェブサイトの広告 に表 する広告です。一度サイトを訪れたユーザーに広告を見せるため、通常のディスプレ
イ広告よりもコンバージョン率・クリック率が高くなる 向にあり、成果 得につながりやすい広告です。
　さらに、特定のページを見たユーザーやコンバージョンしたユーザーなどのリマーケティングリストを設定し、
より り込んだユーザーに広告 することも可能です。

ウェブサイトの閲覧
[ ブログ・ポータルサイトなど]

コンテンツに基づいて
広告枠に広告表示

ブログ・ポータルサイト等

●●のブログ

広告

図3-5-3　 の サイトの に

ウェブサイトの閲覧
[ ブログ・ポータルサイトなど]

地域・キーワード・トピックなど
各種条件により閲覧者ごとに

異なる広告表示

ブログ・ポータルサイト等

●●のブログ

広告

図3-5-4　 ・ を っているユーザーのみに

ブログ・ポータルサイト等

ウェブサイトの閲覧
[ ブログ・ポータルサイトなど]

●●のブログ

広告検索ワードに対応した関連広告

図3-5-5　 ワードに した を
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[ 現在 ]
ウェブサイト閲覧

ブログ・ポータルサイトを
閲覧

●●●●のポータルサイト

▲▲スポーツ用品店
のバナー

[10日前 ]
▲▲スポーツ用品店の

サイトを訪問
▲▲スポーツ用品店

図3-5-6　リターゲティング

動画広告
　動画コンテンツの 生 後や 中に表 される広告です。代表的な 媒体としては、YouTube上に表 される 
Google 広告（TrueView）が げられます。課金は、ユーザーが広告動画を視 した場合や動画内の要 に 作を加
えた場合のみに発生します。ブランド認知に適した 手法ですが、 得 視のターゲティングも可能なため、多様
な目的に活用できます。ただし、動画広告はユーザーが見たいと思っているコンテンツに近い内容でなければ 果
が上がりません。ターゲットユーザーによって り込み、広告内容に近いチャネルなどを 定するのが 果的です。
　TrueView広告には動画の に掲 するインストリーム広告とディスカバリー広告、 果に表 するインサー
チ広告、視 している動画に関連する場合にバナーで表 されるインディスプレイ広告があります。

メール広告
　メディア、媒体社など、他社が発行するメールマガジン内に、自社の広告を掲 してもらう手法です。発行者は
企業から個人までさまざまであり、企業の製品情報やニュース 事から特定分野についての講座的な み物など、
特定のユーザー層にアプローチできます。
　メールマガジンは、購 するターゲットが定まっていることや、媒体によっては興 関心などでセグメントを っ
て することもできます。なお、広告 果を計 するために、広告内のリンク URLにはパラメーターを付ける
ことが一般的です。

アフィリエイト広告
　ウェブサイトやメルマガなどにリンクを ってもらい、購買などの
成果があった場合に掲 元に報 を支 う広告 のことで、成功
報 型広告ともいいます。アフィリエイターが 介することによっ
て、成果 得への可能性が開けます。
　アフィリエイト広告が優れている点は、第三者が 介することに
よって広告主の 性を高められること、コンバージョンを達成した
場合のみに広告費が発生するという仕組みのため、トラフィック
得時点で費用が発生するタイプの広告と って費用対 果が安定し
ていることの2つです。
　一般に、アフィリエイト広告に掲 した際の参 元はアフィリエイ
トサイトのURLになりますが、多数のアフィリエイターと提携してい
ると、参 元では管理が になります。 果 定をすると、パラメーターを利用してアフィリエイトからの流入
であることを明 にしましょう。ただし、アフィリエイト広告として一 りにして分析すると、流入元のアフィリ
エイトサイトの や 介の仕方によって、広告主サイト でのユーザーの動きがまったく なる点は注意が必要で
す。アフィリエイターの商品やサービスの 介方法によって直 率やコンバージョン率が大きく なることがある
からです。
　アフィリエイト広告の成果はアフィリエイターのコンテンツに大きく するため、成果を伸ばしていくために
は、アフィリエイターとの良 な関 構築が必要です。アフィリエイターが 介したくなるような商品やコンテン
ツ、適 な報 を用意する必要があります。

商
品

イーコマースサイト

（Affiliate Service Provider）

広告
リンク 報酬

広告
リンク 報酬

商品
紹介

広告
アクセス

ASP

アフィリエイトサイト

ビジター（お客さま）

代
金

図3-5-7　アフィリエイト
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広告配信手法とマーケティングファネル
　広告手法を 介してきましたが、ターゲットの 性やタイミン
グで、広告 手法も い分けていく必要性があります。商品・
サービスの認知から購買までのプロセスの中で心理的 化や
度 容が起きますが、その 程でターゲットの数が り込まれて
いくため、 3-5-8のように「

ろう と

型」（ファネル型）として表現で
きます。このような を「マーケティングファネル」と びます。

◦
商品・サービスを知らない、あるいは商品・サービスに対す
る自身のニーズに気付いていない層です。この層に対し
て、まずは商品・サービスの 在に気付いてもらう必要があ
ります。このような非認知層に対しては、幅広いユーザー
にリーチすることができる大手ポータルサイトの純広など
ブロードリーチ（ノンターゲティング）と ばれる広告
手法が 果的です。

◦
商品・サービスについて、ある程度のニーズは持っているものの、商品・サービスに対する知 が少ない層です。
この層に対しては、ディスプレイ広告などの性 や年 などでターゲティングするデモグラフィック や地
域情報などでターゲティングするエリア 、自社サイトに来訪したユーザーと した行動のユーザーに対
して広告 する ユーザー などが有 です。

◦
商品・サービスについて購入しようというニーズを持ち、 体的に している層です。商品名やサービス
名、それらを連 するキーワードにて することが多いため、 連動型広告が有 です。また、一度自社
のサイトに来訪したものの、購入しなかったユーザーに って するリターゲティング広告も 果的です。

3-5-3　純 の の
　純広告の 果 定は、メディアや広告代理店からの レポートが中心になります。 レポートには、インプ
レッション、クリック率などが掲 されています。オウンドメディアに 導してからの 果 定には、パラメーター
を用いた 定が必要です。パラメーターを用いることで、オウンドメディアへの訪問セッション数、コンバージョ
ン数、売上金額などがわかります。Google アナリティクスで解析する場合、パラメーターをCampaign URL Builder

1で作成するのであれば、「Campaign Medium」は「display」が適 でしょう。ただし、メール広告の場合は「email」
を します。

3-5-4　 の
　運用型広告は、純広告と べて、運用とユーザーや競合の動向で著しく数値が 化します。そのため、アクセス
解析との連携が必 です。

非認知層非認知層

潜在層潜在層

顕在層顕在層

購入購入

ブロードリーチ など

デモグラターゲティング
エリアターゲティング

オーディエンス拡張 など

検索連動型広告
リターゲティング など

図3-5-8　 ターゲット によるマーケティング 
ファネル

1　https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/



160 ェ

ウ
ェ
ブ
解
析
の

計

第
3
章

ソーシャルメディア広告の設計
　ソーシャルメディア広告の 果を 定するには、 のような設定が必要です。

1. ビジネスアカウントの
ウェブサイトの定義、広告内容を作成、 の設定を行います。Facebookや Instagramではページやア
カウントを作る必要がありませんが、Twitterでは広告 に事 にアカウントを作成し、2 3 間運用し
てアクティビティのあるアカウントにすることが求められます。
また、多くのソーシャルメディアではオウンドメディアの 果を 定するためのトラッキング用のタグが準
されています。このタグは 果 定だけではなく、 の最適化にも利用されるため、必ず設 します。

FacebookはFacebookピクセルとコンバージョントラッキングピクセルを、Twitterはコンバージョントラッキ
ングを設 します。LINE広告では、コンバージョンを 定するコンバージョンタグとサイト全体に設 するセ
グメントタグが必要です。これらは、タグマネージャーを利用して設 する方法もあります。

2. アクセス パラメーターの
パラメーターがなくてもアクセス解析でトラフィックは 定可能ですが、どのキャンペーンが 果を生んで
いるかを知るためにはパラメーターの設定が理 的です。キャンペーンやコンテンツなどをパラメーターで
設定します。たとえば、Google アナリティクスで 定するためにCampaign URL Builderで作成する場合、
「medium」は「social」になります。

3. データをアクセス にインポート
広告の費用データをアクセス解析にインポートすると、費用対 果の計上が可能となります。

検索連動型広告の設計
　 連動型広告の 果を 定するには、 のような設定が必要です。

1. アカウントの
広告アカウントで に必要な準 （キャンペーン、広告グループ、キーワード、広告などの設定）を行います。

2. コンバージョンタグの
広告媒体ごとにコンバージョンタグの設 をします。コンバージョンタグを設 すると、広告媒体の管理画面
で 果が 定できるだけではなく、コンバージョンを 率的に増やすための最適化機能を活用できるようにな
ります。サンクスページにコンバージョンタグを設 するのが一般的ですが、Google 広告のコンバージョン
タグ設 は、Google アナリティクスを利用する方法やGoogle 広告のグローバルサイトタグを利用する方法が
あります。

3. アクセス パラメーターの
Google 広告では、Google アナリティクスのプロパティをGoogle アカウントにリンクすることで、Google ア
ナリティクス上で 果 定を容 に行えます。広告費用のデータなども自動取得が可能です。しかし、Yahoo!
などの 連動型広告では、リンクするときにパラメーターを設定しないとキャンペーン、グループ、キーワー
ドごとの 果が 定できません。 のように、広告のリンクに設定します。

https:// . aca.associates/jp/ utm source=yahoo utm medium=cpc utm term= 
ey ord utm campaign= rand
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4. データをアクセス にインポート
広告費用をGoogle アナリティクスにアップロードするときは、データインポート 2が 利です。Yahoo!の場
合は広告のインプレッションのデータや広告コストのデータを準 してアップロードすれば、CPAやCPCも
定できます。

ディスプレイ広告の設計
　GoogleのGDN（Google Display Network）は、Google 広告と同様に、Google アナリティクスとリンクされてい
れば自動的に 定できますが、その他の広告の場合は のような設定が必要です。ディスプレイ広告の費用はCPM
などを用いるケースもあり、アクセス解析ツールへのアップロードには適しません。

1. パラメーターの
アクセス解析で 定するためのディスプレイ広告用のパラメーターを作ります。ディスプレイ広告で出稿す
るときに、このパラメーターも合わせてリンクに設定することでアクセス解析での 定が可能になります。
Google アナリティクスの場合、Campaign URL Builderを うなら「media」は「display」に設定します。

2. アドサーバーの
アドサーバーに、 件やクリエイティブを登 します。リンクは、設定したパラメーターを付けたものを
います。

3. リマーケティングタグの
リマーケティングを用いた広告の場合は、ディスプレイ広告用のリマーケティングタグをオウンドメディアに
設 する必要があります。また、リマーケティングでリマーケティングリストを う場合は、リマーケティン
グ用ユーザーリストとして 定する 件を定めます。

3-5-5　アフィリエイト の
　アフィリエイト広告の 果 定をするためには、アフィリエイトシステムの設定とアクセス解析の設定の両方が
必要となります。アフィリエイトは成果報 になり、 認のプロセスも発生するため、アクセス解析ツールへのアッ
プロードには適しません。

1. パラメーターの
アクセス解析で 定するためのアフィリエイト広告用のパラメーターを作ります。アフィリエイト広告で出稿
するときに、このパラメーターも合わせてリンクに設定することでアクセス解析での 定が可能になります。
Google アナリティクスの場合、Campaign URL Builderを うなら、「media」は「affiliate」に設定します。

2. アフィリエイトシステムの
アフィリエイトシステムに商品や報 を設定します。リンクは、パラメーターを付けたものを います。

3-5-6 　〈発展〉アドテクノロジー
　アドテクノロジーとは、広告主と媒体社（メディア）、そしてこれらの二者間の広告 に関連するさまざまなサー
ビスを行うテクノロジーの総 です。ここでは、アドテクノロジーに関する用語を解説します（ する広告商品名
は、2017年9月時点の情報に基づきます）。

2　https://support.google.com/analytics/answer/2803329?hl=ja
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在庫（広告在庫）
　 来の一定期間内に される広告のインプレッション数のことです。たとえば、「来月のXXサイトの広告在
は1,000万」といった場合、「来月はXXサイト上の広告 が1,000万回表 されると している」ということになり
ます。注意すべきは、 来のインプレッション数はあくまでも「 値」であることです。今月1,000万インプレッ
ションがあった広告 も、来月同数のインプレッションがあるとは りません。 果として、広告 を「純広告用」に
販売する際は、 されるインプレッション数よりも少ない数を広告在 として販売活動を進めることになります。

アドネットワーク
　メディア・媒体社が広告 （広告在 ）をパッケージングして運用を行い、広告主に販売する方法です。メディア・
媒体社としては、広告在 をネットワーク化（パッケージング）して広告 の販売コストを 制することが可能で、
営業コストをかけずに収益を得られる方法として大きく成長しました。広告主 にとっては、ニュース系や 性系
などの特定カテゴリーに対して媒体と直接 しなくても複数のメディアにまとめて することが可能になると
いう利点があります。

3-5-1　アドネットワークの

発注 広告主が自らアドネットワーク事業者に広告発注または広告代理店に広告発注

在 メディア 媒体社 は、広告在 をネットワーク化（パッケージング）し販売
取引方法 アドネットワーク事業者から買い付け

運用者 アドネットワーク事業者、広告代理店

　主要なサービスとして、マイクロアドの「MicroAdCOMPASS」、AOL Advertising Inc.の「Advertising.com 
Network」などがあります。

アドエクスチェンジ
　アドネットワークの導入が進むと、広告主とメディア・媒体社の 方で新たなニーズが生じます。広告主 の
ニーズは、広告の 得 率を 視し 果の高い広告 にだけ出稿したいというものです。メディア・媒体社 には、
複数の広告 在 （広告 ネットワーク）を一元管理して自由に売買したいというニーズが生じます。
　そこに登場したのが、「アドエクスチェンジ（Ad Exchange）」と ばれる仕組みで、広告 を1インプレッション
位で売買するプラットフォームです。これにより広告 はオークションで売買されるようになってきました。

3-5-2　アドエクスチェンジの

発注 広告主が広告代理店に広告発注。広告代理店がアドエクスチェンジ経由で広告在 の買い付けを行う
在 メディア 媒体社 は、広告在 をアドエクスチェンジ事業者へ販売（ 売）

取引方法 アドエクスチェンジ事業者からリアルタイムビッディングで買い付け後に、アドネットワーク事業者、DSP
事業者、広告代理店に供

運用者 アドエクスチェンジを経由して、広告在 を買い付けしたアドネットワーク事業者、DSP事業者、広告代理
店

　主要なサービスとして、Googleの「Google Ad Manager」、サイバー・コミュニケーションズ（CCI）の「OpenX 
Market Japan」があります。

DSP/SSP
　アドネットワークやアドエクスチェンジが増加するにつれて、広告主やメディア・媒体社も運用管理が しくな
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り、複数のアドネットワークやアドエクスチェンジを統合管理する仕組みが必要とされるようになりました。広告
主 のシステムとして「DSP（Demand Side Platform）」が、メディア・媒体社 のシステムとして「SSP（Supply Side 
Platform）」という仕組みが 生し、利用されるようになってきました。
　DSPとSSPを介した広告 は、 のような流れで行われます。

1. 広告主が、DSPに広告クリエイティブ、入 金額などを登 する
2. メディア・媒体社は、SSPに自社が持つ広告 と最 入 額などを登 する
3. 媒体社 が管理するウェブページにユーザーがアクセスし、広告 が表 されると、その広告 に関する情報
がSSPやアドエクスチェンジ に られる

4. SSPやアドエクスチェンジは、DSPに登 された広告の中からもっとも入 金額が高いものを広告 に表 する

3-5-3　DSP/SSPの

発注 広告主が自らDSP事業者に広告発注または広告代理店に広告発注

在 メディア 媒体社 は、広告在 をアドエクスチェンジ業者、アドネットワーク業者、SSP事業者へ販売
（ 売）

取引方法 DSP事業者からリアルタイムビッディングで買い付け
運用者 広告代理店、広告主

　DSPの主要なサービスとして、マイクロアドの「MicroAd BLADE」、デジタル・アドバタイジング・コンソーシア
ム（DAC）の「MarketOne RTB」、フリークアウトの「FreakOut DSP」、京セラコミュニケーションシステム（KCCS）の
「KANADE DSP」などがあり、SSPの主要プレイヤーには、マイクロアドの「MicroAd AdFunnel」、プラットフォーム・
ワンの「YIELD ONE」などがあります。

データエクスチェンジ
　メディアや企業の持つオーディエンスデータを集め、分析 理して売買し流通する仕組みとして、「データエクス
チェンジ（Data Exchange）」という手法があります。さまざまなユーザーデータを分 して、アドネットワーク、ア
ドエクスチェンジ、DSPやSSPに提供するサービスです。これにより、ユーザー行動に合わせた広告を できま
す。この仕組みを運用するのに かせないシステムが「RTB（Real Time Bidding）」です。

RTBによる買い付けと広告在庫の仕組み
　RTBという手法では、ユーザーがページを訪問して広告 が表 された（ インプレッションが生じた） 間に、
「そのユーザーが している広告 」に対して、そのユーザーをターゲットにしている広告主同士がオークション
式で広告 の購入を競い合います。広告 に表 される広告がリアルタイムな入 （ビッディング）によって購

入決定されることが、この の由来です。広告主にとっては「広告 」でなく、広告を目にする「ユーザー」をター
ゲットに広告を 出できることが特 で、メディア・媒体社 にとっては広告 の価格をより高く引き上げて販売で
きるというメリットがあります。
　 出のDSP、SSP、そしてRTBの組み合わせによって、ユーザーにとっては提供される情報（広告）が最適化され
る、広告主にとっては広告の費用対 果が最適化される、メディア・媒体社にとっては販売価格や在 が最適化さ
れるというメリットの創出につながっています。

レコメンド広告とデータフィード最適化
　リターゲティング広告の技術を応用した広告 手法として、レコメンド（レコメンデーション）広告などが注目
されています。サイトにアクセスしたユーザーに対して、オーディエンスデータや 歴をもとに、興 のあり
そうなアイテムを する手法です。
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　レコメンド広告を利用するには、商品データの最適化とデータフィード構築が必 となり、サービス提供企業ご
とに一定の 式に った商品データを用意し、在 などに応じて最新情報に更新する必要があります。このた
め、サービス導入時には注意が必要です。
　主要なサービスとして、Criteoの「Criteoパフォーマンスディスプレイ広告」、サイジニアの「デクワス .AD」、
TAGGYの「おもてなしバナー」などがあります。また、これら商品データの最適化手法として、「データフィード最
適化（DFO Data Feed Optimization）」があります。商品データの 管理を一元化してデータ更新の を す
ることで、広告とユーザーとの接 機会を最大化（または機会 を最小化）し、 のパフォーマンスを 定し
た上で、最適な をマネジメントする手法です。コマースリンク、フィードフォースなどのDFOサービス提供会
社があります。

DMP（Data Management Platform）
　DMPとは、企業が持つファーストパーティデータ（自社で持っているデータ）とサードパーティデータ（外部で
持っているデータ）、広告 果のデータなどの多様なデータを収集 積し、マーケティング全体を最適化してい
くことを目的としたデータ管理プラットフォームのことです。DMPは なる統合データベースや管理システムでは
なく、「データを統合する」「データを分 する」「データを施策につなげる」という3つの機能が統合されている点が
大きな特 で、これによって広告主はデータベースをマーケティングに活用しやすくなりました。近年では、広告

果に応じたターゲティング やレコメンド広告、メールマーケティングの技術と連携した各種マーケティ
ングサービスに活用されています。また、広告ターゲットを るためにペルソナを設定して広告 度を上げるなど
の取り組みも必要です。

CDP（Customer Data Platform）
　DMPからさらに進み、顧客をより広 に するため、「CDP（カスタマーデータプラットフォーム）」と ばれる
仕組みを用いて、顧客のデータを収集・統合する取り組みもマーケティング 進企業を中心に始まっています。
　CDPは、当 顧客による自社ウェブサイト上の 動だけでなく、モバイルアプリでの 動、ソーシャルメディア
上のコメント、カスタマーセンターとのやりとり 、購買 歴、そして顧客のプロフィールを統合して、カスタ
マーごとのデータをマーケターに提供し、最適なキャンペーンを行うための仕組みとして機能します。 3

　DMPはクッキーベースで顧客を統合するのに対して、CDPはCRM上に 在する顧客情報もあわせて利用するた
め、より現実に した顧客 が可能です。日本では、トレジャーデータ株式会社などがCDPを提供しており、活
用も広まることが されます。

3-5-7 　〈発展〉横断的広告管理と広告効果測定ツールの設計
　このように、インターネット広告は、ユーザー、メディア、コンテンツなど、複雑なルールによって制御されて
います。メディアや 手 によって基準もルールも なります。そのため、さまざまな広告を横 的に管理する
ために、 のようなソリューションがあります。

広告効果測定ツール
　広告 果 定ツールは専用のタグを発行することで、さまざまな広告の 果を同じ管理画面で見ることができる点
が強みです。一方で、広告 果 定用のパラメーターやタグを設 するため、作業コストが上がることがあります。

3　https://martechtoday.com/martech-landscape-customer-data-platform-192126
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広告効果測定ツール

・個別に集計が必要であるため、手間
と時間がかかる

・1人のユーザーがリスティング広告
とアフィリエイト広告を見た場合な
ど、コンバージョンの重複カウントが
発生する

・1つのツールで、すべての媒体の成
果を把握できる

・1人のユーザーが複数の広告に接触
した動きを把握でき、各広告の貢献
度を正確に計測できる

図3-5-9　 ツール

第三者配信アドサーバー（3PAS）
　これまで広告主（広告代理店）は、主に個々のメディア・媒体社のアドサーバーを経由して広告を入稿・ し、広
告掲 後にアクセス解析ツールや広告 果 定ツールで計 したデータをクリックベースで評価していました。
これに対して、第三者 では、メディア・媒体社のアドサーバーに代わって広告を一 して管理するアドサーバー
を利用し、一 して広告の や計 します。
　この方法では、第三者 アドサーバーを利用して、ディスプレイ広告やDSP、リッチメディアの広告 など
の複数の媒体を統合的に管理できます。 果として、第三者 アドサーバーには、複数の広告 チャネルから
データが集 されることになります。このことにより、1人のユーザーに 回広告を表 させたかという接 度
（フリークエンシー）を複数の媒体間でコントロールできるようになりました。自社のサイトに初めて来たユーザー
（初訪）なのか、 来訪ユーザー（ 訪）なのかを してクリエイティブを出し分けすることもできます。
　通常、広告 果 定ツールでは、クリックベースでの広告評価（直接 果）になりますが、第三者 アドサー
バーを活用することで、インプレッションベースでの広告の間接 果を評価することも可能となります。
　主要なサービスに、Googleの「Google Marketing Platform」、サイズミック・テクノロジーズの「Sizmek MDX」、
Fringe81（フリンジハチイチ）の「digitalice」、DACの「i-Effect」などがあります。
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3-6 アクセス解析の設計
　ここでは、オウンドメディアの解析に われるアクセス解析について説明します。

3-6 -1　アクセスログとアクセス
　「Internet Explorer」「Google Chrome」「Mozilla Firefox」など、ウェブサイトを するソフトウェアをブラウ
ザーといいます。ユーザーが「あるサイトを見たい」とブラウザーにURLを 定したら、そのサイトがあるウェブ
サーバーに「見せてください」と要求（リクエスト）を出します。リクエストに対し「どうぞご ください。」と （レ
スポンス）があり、ブラウザーにウェブページが表 されます。
　このように、ウェブブラウザーがウェブサーバーに対してコンテンツ（HTMLファイルや画 ファイル、CSSファ
イルやJavaScriptファイルなど）をリクエストした 歴を「アクセスログ」といいます。アクセス解析は、このアクセ
スログの集計データです。アクセスログは、ユーザーの動きの であり、ユーザーの動きを知るための 要な解
析対象です。

リクエスト

レスポンス

ブラウザー サーバー  

図3-6-1　ウェブサイトが される み

3-6 -2　アクセス の
　ウェブサイトのアクセス解析ツールには、 の3つの方式があります。それぞれ長所・ 所があるので、 にあ
わせて適 なツールを 定してください。

サーバーログ方式
　サーバーに解析ソフトをインストールすることがあるため「サーバーインストール方式」とも ばれますが、基本
的にはログデータをダウンロードして解析する方式です。

アクセス
データ

3 ウェブサーバーに残された
アクセスの履歴を解析する

1 閲覧者がウェブサーバーに
対してリクエスト

2 ウェブサーバーが閲覧者に
対してレスポンス

閲覧者のコンピューター ウェブサーバー

図3-6-2　サーバーログ（サーバーインストール） 式
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　ウェブサーバーは、ブラウザーからのリクエスト（ がウェブサーバーに情報を求めること）にレスポンス（サー
バーがリクエストに応じて求めたファイルを すること、あるいは できないことを伝えること）を し、その
受 歴をログファイルに保 します。
　ログファイルは、もともとは「サーバーの の 認」や「不正アクセスの 知」といった目的のために活用さ
れましたが、ウェブサイトのビジネス活用が進むにつれ、ウェブサイトの人気コンテンツや ワードの といっ
たマーケティング目的の解析にも われるようになりました。

パケットキャプチャ方式
　インターネットを流れるパケット（ウェ
ブサーバーとユーザーの間を流れるデー
タ）に 目した方法です。「パケットスニッ
フィング方式」とも びます。インター
ネットのすべての情報はパケットとして
流れています。このパケットをウェブ
サーバーが設 されているプライベート
ネットワークのハブ（インターネットに接
続するLANケーブルの接続口を増やす機
器）にあるミラーポート（ハブ上を流れる
すべての情報をそのままコピーして る
接続口）を用いてパケットのコピーをキャ
プチャ（収集）して、その 大なパケットか
らウェブのアクセスログに関わるパケッ
トだけを 出し、つなぎあわせてアクセスログを生成する方法です。
　必要なデータを取 しながら解析用データベースに直接格 するため、ウェブサーバーのログファイルを解
析するよりも高速な 理が期待できます。

ウェブビーコン方式
　 するウェブのページ（HTMLファイ
ル）にウェブ解析用のJavaScriptなどを
入し、アクセスログを解析サーバーに
することでアクセス解析を行う手法です。
このようなJavaScriptは「計 コード」や「計
タグ」、「トラッキングコード」「ウェブビー
コン」と ぶことがあります。ほかの方法
と なり、ブラウザーがウェブサイトを表
したときに計 します。
　一般的なクローラーはJavaScriptを実行
することが少ないため、ノンヒューマンア
クセスを 外する 果が期待できると同
時に、サーバーログ方式やパケットキャプ
チャ方式では収集が しかったキャッシュ
ファイルの も できます。

図3-6-3　パケットキャプチャ 式

1 閲覧者がウェブサーバーに
対してリクエスト

2 ウェブサーバーが
閲覧者に対してレスポンス

ウェブサーバー

パケットキャプチャサーバー

閲覧者のコンピューター

3 双方向に送信されるデータを
パケットキャプチャサーバーで
受信し、その受信履歴を解析する

アクセス
データ

図3-6-4　ウェブビーコン 式

1 閲覧者がウェブサーバーに
対してリクエスト

2 ウェブサーバーが
閲覧者に対してレスポンス

ウェブサーバー

閲覧者ブラウザーからの情報収集サーバー

閲覧者のコンピューター

3 閲覧者のブラウザーで表示されたタグにより
情報を取得し、情報収集サーバーへ送信

4 送信されたアクセス
データを解析する

アクセス
データ
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3-6-1　アクセスログ集 の

　 サーバーログ方式 パケットキャプチャ方式 ウェブビーコン方式
主なユーザー 定方法 IPアドレス IPアドレス クッキー

主な提供 ソフトウェア ソフトウェア サービス

画 解 度など、ユーザー環境に関する情
報の収集

× ×

するコンテンツの内容を収集 ×
の 歴を分析 × ×

非HTML（ PDF、画 ファイル）の計 × 1

エラーの計 ×
・安価なツールの充実度 ×
エンジンのクローラー訪問の計 × 2

ノンヒューマンアクセスの × 2 × 2

キャッシュされたコンテンツ の計 × ×
JavaScriptやFlash上の動きを計 × ×

　ただし、サーバーログ方式では、製品によっては、IPアドレスおよびファーストパーティクッキーでユーザーを特
定している場合もあります。同様に、パケットキャプチャ方式でも IPアドレス、ファーストパーティクッキー、ヘッ
ダー情報でユーザーを特定している場合もあります。また、最近のサーバーログ方式やパケットキャプチャ方式の
アクセス解析ツールでは、ウェブビーコン方式の機能も せて うことで、それぞれの方式では取得が しかった
データを しているものもあります。

3-6 -3　IPアドレスとクッキーの利
　アクセスログは したページごとの情報を収集しますが、そのままではセッションやユーザー 位での 行
動の はできません。この には、IPアドレスやクッキーを うことが一般的です。したがって、IPアドレス
とクッキーについての理解を深めておきましょう。

IPアドレスから得られる情報
　IPアドレスとは、 に解説したとおり、インターネットやイントラネットに接続されているPCやサーバーなど、
通 機器ごとに り られた のことです。

◦グローバル IPアドレスとプライベート IPアドレス
本来、全 に なる IPアドレスを り るべきですが、現在は の数に べてインターネット上にある IP
アドレスが少ないため、組織や接続業者ごとに複数の で1つの IPアドレスを共有しています。この全 界
でユニークな IPアドレスを「グローバル IPアドレス」といい、組織内のネットワークのみで利用される IPアドレ
スは「プライベート IPアドレス（ローカル IPアドレス）」といいます。
通常、PCやスマートフォンなどの は、直接インターネットに接続せず、企業やプロバイダなどの接続ポイ
ントに接続してインターネットにアクセスしているため、ほとんどの はプライベート IPアドレスしか付与
されていません。同じ接続ポイントを っている は、まとめて同じグローバル IPアドレスが り られて

1　JavaScriptを み込むクローラーも登場してきている
2　設定しだいでは一部計 可能
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います。したがって、IPアドレスだけで、どの がアクセスしているかを特定することは です。モバイ
ルでの接続ポイントなど、 動に応じて IPアドレスが接続のたびに わることもあります。

◦IPアドレスによる の
ウェブ解析では、IPアドレスはさまざまな場面で利用されます。特定のユーザーを解析対象から したい場
合は、接続する IPアドレスをウェブ解析ツール上で 定して、その接続を する「関 者の 外」に 定しま
す（後 ）。
サーバーログ方式解析ツールやパケットキャプチャ方式解析ツールでは、セッションやユーザーの 定にも用い
ます。OSやブラウザー情報などのユーザーエージェント情報（後 ）も せて に用いることが一般的です。

◦エリア ・ での IPアドレスの
多くのプロバイダ（接続業者）は、接続ポイントごとに IPアドレスを り っているため、IPアドレスから都道
県や市 村ごとのページビュー数を 定することができます。

IPアドレスからネットワークインフォメーションセンター（NIC）が管理している情報を参 することで、接続
している組織名も知ることができます。多くの接続は接続業者経由の情報になりますが、専用のインターネッ
ト接続 を持っている組織では組織名もわかります。 公 や大学、大手企業などは組織名まで 認できるの
で、見込み客になりそうな会社や、競合他社の 度などがわかる可能性があります。ただし、 定 IPアド
レスを取得していない組織（中小企業など）の情報までは見られません。

◦IPv4と IPv6
IPアドレスが しているのは、現在の IPの仕様である IPv4で り れる IPアドレスが32億個と有 であるこ
とが原 です。 代の IPv6になれば、 える IPアドレスが飛 的に増え、あらゆる でグローバル IPアド
レスが持てるようになります。現在、IPv4から IPv6へ 行が進んでいます。

クッキーから得られる情報
　クッキー（Cookie）とは、ウェブサイトがブラウザーに一時
的に発行した情報を、保 させる仕組みのことです。ウェブ
解析でクッキーに保 する情報は、最後にサイトを訪れた日
時や訪問回数などがあり、ウェブビーコン型アクセス解析で
は、ユーザーの 、ユニークアクセス・セッションの 定
に われます。1つのクッキーには4,096バイトのデータを
できます。クッキーには有 期間が設定され、その設定を
ぎると消 します。有 期間はアクセス解析ツールによ

り なり、30日や90日という設定が多いようです。
　クッキーは やブラウザーごとに されます。ス
マートフォンとPCでは同じユーザーであっても なるクッ
キーが与えられます。また、同じPCであっても、Internet 
ExplorerとGoogle Chromeなどとブラウザーごとに なる
クッキーが与えられます。
　ウェブビーコン方式のアクセス解析ツールでは、現在はクッキーを利用してセッションやユーザーなどのデータ
を取得しています。 3-6-5のように、初回の訪問ではクッキーを持っていないので を できる IDなどを含
むクッキーを与え、 のページを見たときは同じクッキーを持っているかどうかで2ページ目以 の と認 し、
クッキーに します。このように、クッキーを利用することでページビューをつなぎ、セッションとして認 で

1 回目のリクエストヘッダ
クッキーなし

1 回目のレスポンスヘッダ
Set-Cookie : ID=S101011

2 回目のリクエストヘッダ
Cookie : ID=S101011

ブ
ラ
ウ
ザ
ー

ウ
ェ
ブ
サ
ー
バ
ー

図3-6-5　クッキーの 図
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きます。通常、クッキーはブラウザーを じるなどで を 了してもブラウザーに保 し続けることもできるた
め、もう一度同じサイトに来たユーザーもクッキーを 認することで できます。これらの情報から、ユーザー
の訪問回数を知ることもできます。
　理論上、クッキーには4,096バイト以下の情報なら でも格 できます。ツールによっては、初めて訪問したとき
のキーワードや初めて訪問したページなどを保 することも可能です。

ファーストパーティクッキーとサードパーティクッキー
　現在、多くのウェブビーコン方式の解析ツールでは、ユーザーの 定にクッキーを っています。クッキーには、
の2種 があります。

3-6-2　クッキーの

クッキーの種 説明

ファーストパー
ティクッキー

リクエストしたページと同じドメインから発行されるクッ
キー。 中のドメインから発行され、ほかのドメインやサ
イトのページからは参 できない

イーコマースサイトが自社サイトのロ
グイン やカートの を保持する
ために発行する

サードパーティ
クッキー

リクエストしたページとは なるドメイン（第三者）から発
行されるクッキー。クッキーの情報は しているドメイ
ン以外の なドメインを取得することが可能。ウェブサイ
トのポリシーによってサードパーティクッキーの利用が
されている場合は、ファーストパーティクッキーが利用で
きるツールを する必要がある

広告 サービス、アクセス解析ツー
ル、広告 果 定ツールなど

　ファーストパーティクッキーは、 しているドメインのデータしか取得できないため、複数のドメインにまた
がったウェブサイト（example.comとotherdomain.comなど）の場合、お いのクッキーの情報を取得できません。
その 果、データがドメインごとに分かれてしまいます。一方、最近のWindowsやスマートフォンなどで、初期設
定でサードパーティクッキーは受け入れない設定になっていても、ファーストパーティクッキーは受け入れる設定
になっているため、サードパーティクッキーに べて取得できるデータが多くなり 度が上がります。
　サードパーティクッキーは、複数のドメインにまたがったウェブサイトでも容 に同じ 行動としてデータが
取得できます。一方で、最近の ではサードパーティクッキーを受け入れない設定になっているため、特にス
マートフォンではサードパーティクッキーは正常に取得することができない（セッションやユーザーが正しく取得
できない）という問題が起きます。
　Google アナリティクスのクッキーは、ファーストパーティクッキーです。従来は複数ドメインをまたぐ訪問を一
貫して解析することは でしたが、ユニバーサルアナリティクスのタグを用いると、複数ドメインをまたがる訪
問についても 動が容 に取得できるようになりました。

〈発展〉クッキーの注意点とウェブストレージ
　クッキーの受け入れは、ブラウザーやセキュリティソフトによってユーザー で制 できます。また、訪問者が
ブラウザーの設定でクッキーをオフにしているケースがあり、この 向は近年高まっています。
　クッキー自体はユーザーが に 、加工できるので 性に けます。しかし、今のところ、クッキーに代
手法は 立されていません。1つの方法として、HTML5（2014年に 告されたHTMLの5回目にあたる大幅な改定版）
で導入されたウェブストレージがクッキーに代わる手法として注目されてきています。ウェブストレージは、ブラ
ウザーに一時的にデータを保 できる点はクッキーと ていますが、クッキーに べ保 容 が大きいことやセッ
ションの いに優れている点が特 です。
　クッキーとウェブストレージには、仕様面で のような いがあります。
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ウェブストレージとクッキーの い

ウェブストレージ クッキー

容 大（5M バイト） 小（4,096バイト）
有 期 ×（なし） （あり）
サーバーへのデータ ×（なし） （リクエスト 時に自動的にクッキーの内容が

される）
対応ブラウザー 主なブラウザーは対応 み 主なブラウザーは対応 み

3-6 -4　アクセス ツールの
　アクセス解析ツールの 定基準は、大きく2つに分かれます。

システム環境を基準とする場合
　アクセス解析ツールが利用可能なシステム環境であるか、事 に 認する必要があります。

1. サーバーログ方式を 用する場合
ウェブサーバーから出力されるログを集計するため、サーバーのログファイルを取得できないと、サーバーロ
グ方式（サーバーインストール方式）は利用できません。また、サーバーにソフトウェアをインストールする場
合が多いので、インストール も必要です。レンタルサーバーなど、サーバーの一部しか利用できないシス
テム環境では、インストール やサーバーのログがとれないケースがあるので注意してください。さらに、
複数のウェブサーバーで運用しているシステムの場合は、サーバー同士のログをつなぎあわさなければ、全体
のデータがわからないケースもあります。この場合もサーバーログ方式ではアクセス解析が になります。

2.  パケットキャプチャ方式を 用する場合
パケットキャプチャ方式は、サーバーの かれたネットワーク上に機器を設 する必要があります。そのた
め、ネットワーク環境に機器を接続する がないと利用できません。レンタルサーバーやホスティングサー
ビスなどでは、ネットワークへの機器接続は しいケースが多いので注意してください。

3.  ウェブビーコン方式を 用する場合
JavaScriptなど計 タグをページ（HTML）に 入する必要があるため、ページにJavaScriptを書き込むことがで
きない環境では、ウェブビーコン方式は利用できません。また、クッキーを ってセッションやユーザーを特
定するため、クッキーが えないユーザーの環境では正 な情報を取得できません。ASPによるショッピング
サイトでアクセス解析をする場合は、計 タグをショッピングサイトに め込むことが 容されていないこと
もあるので注意してください。

組織ポリシーを基準とした場合
　セキュリティポリシーやプライバシーポリシーなどの社内規則や方 に適合しない場合もあります。

1. セキュリティポリシー
セキュリティポリシーとは、不正アクセスやコンピューターウイルスなどが生じた場合の対 を含め、企業の
情報セキュリティに関する基本方 のことです。近年のスマートフォンの 速な 及や通 環境の改善など
により、イーコマースサイトを利用したり、ウェブサイトの問い合わせフォームから問い合わせを行ったりと
いったインターネットを った購買行動やコミュニケーションが増えています。こうした での不正アクセ
スやコンピューターウイルスによる は、サイトの利用者に を与えるだけでなく、サイトを運営してい
る企業の 用問題に発展する場合が多いのが実 です。したがって、サイトの運営者は、こうした事 を け
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るべく、情報セキュリティに対するしっかりとした取り組みが求められます。
2. プライバシーポリシー

プライバシーポリシー（またはプライバシーステートメント）とは、個人情報に関する取り いの基本方 をい
います。多くの企業でプライバシーポリシーの策定・公表が求められており、ウェブサイト上でも公表するこ
とが されています。アクセス解析や広告 果 定などのツールを導入する際、個人情報とみなされる 目
を取得することもあります。ツールの導入にあたっては、必ず自社のプライバシーポリシーに しないかど
うかを事 に 認してください。これらのポリシーは、ウェブサイトの運営やツールの導入に際して運営 の
基準になるだけでなく、ユーザーがそのサイトの安全性を見 める際の 基準にもなるため、しっかり

と対応することが 要です。

　クッキーを利用したユーザーの解析やASPによるアクセス解析サービスを しているポリシーを定めている
企業ではウェブビーコン方式による解析ツールの利用はできず、サーバーにソフトウェアをインストールさせない
ポリシーの企業ではサーバーログ方式は利用できません。パケットキャプチャ方式を利用する場合も、ポリシーと
してネットワークへの機器設定が されるかどうかが課題になります。また、EUのGDPR施行により、 から
利用されるウェブサイトではクッキーの利用目的やオプトインなどの義務付けや 金制度もあります（第1章参 ）。
このような対応のため、不必要なクッキー利用を ける組織もあります。
　このようにさまざまな基準（制 ）がありますが、大 なのは事業の成果を上げるために必要なデータを解析でき
るかどうかです。必要な情報を入手できるのか、システムやポリシーの制 との 合性はどうかという2つの 面
で をしてください。

3-6 -5　アクセス ツール
Google アナリティクス
　ウェブビーコン方式の解析ツールです。 界的なシェアは第1位であり、ヒット数が少なければ です。また
Google 、Google 広告との連携が容 です。現在ではユニバーサルアナリティクス（UA）が となっている
ので、古いバージョンのGoogle アナリティクスタグから更新するため、トラッキングコードを 更する必要があ
ります。なお、サイトの規模によっては有 版（Google アナリティクス 360 スイート）への 行が必要です。
　Google アナリティクスのユーザーデータはGoogleが 用できます。このことをクライアントに必ず 認する
ようにしてください。

Matomo
　Matomo（ 名Piwik）は、オープンソースの
アクセス解析システムです。公式サイトによ
ると、2018年11月時点で370万回以上のダウ
ンロードが行われています。Matomoはユー
ザーデータを利用することはありません。す
べてのデータはクライアントに するの
で、行 やセキュリティに しい企業に適し
ています。
　サイトの運営方法に応じて、データ取得の
方法をサーバーログ方式とウェブビーコン方
式から します。また、有 のクラウド版
もあるので、トラッキングコードを り付け
ることで に解析できます。オプション機

図3-6-6　Matomo
出 https://matomo.org/
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能には、ヒートマップ機能などもあり、さらに高度な解析も可能です。ローデータ（生ログ）に近いデータも容 に
出できるため、システムとの連携も得意です。気を付けたいことは、サーバーログ型なので、ログデータがサー
バー内に 積するため、思わぬ や につながりやすい点です。

Splunk
　Splunk（スプランク）は、米国サンフランシスコに本社を持つSplunk Inc.のマシンデータ解析ソフトです。テキ
ストファイルであれば、種 、フォーマットを問わず、Splunkサーバーにデータを すると、ユニバーサルイン
デックス機能によって、ログデータ、オープンデータ、センサーデータを分 し、定義した 引データを 用する
ことで、自由な 標で集計、解析、可視化できるサーバーソフトです。なお、クラウドサービスも提供されていま
す。費用は1日あたりのログデータ で決まりますが、 版も提供されています。
　Splunkは、最 で30 間 でのデータ解析レポートが可能です。それゆえ、ウェブサイト成功 標の1つである
マイクロコンバージョンをリアルタイムに解析できます。スマートフォンゲームのダウンロード、人気商品の購入
モニタリング、キャンペーントラッキングなど、現 のトランザクション、コンバージョン、サイトオペレーショ
ンをリアルタイムに可視化することにより、問題点を 時に発見し、問題解決を最 で行うことが可能になります。

図3-6-7　Splunk

◦Apache IISのサーバーログ
Splunkはデータ転 エージェントを で提供しています。このエージェントを各サーバーに設定すること
で、各システムのOSログやアプリケーションログをSplunkサーバーに転 できます。イーコマースサイトの
カード情報をエージェントとSplunkサーバー間をSSL通 で 化して することも可能で、サイバーセ
キュリティ対策もとられています。syslog、Webhook（ウェブサイトページのダウンロード）、HTTP、MQTT、
REST API、CIFS、NFSといった一般的なデータ通 方法にも対応しており、ウェブサイトで出力されるデータ
を相関分析できるほか、クラウド型のウェブ解析ツールのデータをCSV経由で取り込むことも可能です。

◦13 のグラフと グラフアドオン に できるダッシュボード
解析データをブラウザーで対 式にてレポート、ダッシュボード、アラート設定ができます。地 やゲージ
を含んだ11種 のチャートのほか、サイトからダウンロードできる 加チャートが利用可能です。また、ダッ
シュボード内に のシステムのデータ、オープンデータを取り込み、相関関 を可視化することも可能です。
さらに、作成したレポートはメールによる自動 が可能です。
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図3-6-8　Splunkのダッシュボード

◦ビッグデータ
1日1.4テラバイトのログ、 積600ペタバイトのログ解析をしている企業の実績があります。人気のイーコ
マースサイト、ゲームサイトなど、トラフィックが 大なサイトでも解析が可能です。また、 解析もでき
るため、コンバージョンエラーの対策として利用することで問題解決に寄与し、それによるサイトの改善で顧
客満 度、リピーター数の増加に寄与できます。

◦PWA（Progressive Web Application）への
レスポンシブウェブデザインによるモバイル対応が一般的になってきていますが、ブラウザーとウェブアプリ
ケーションの 合化も注目されています。Splunkでは、ブラウザーベースでのアクセスログとアプリベースで
のトラッキングログを することなく解析ができるため、ハイブリッドデザインの場合も解析ができます。

◦GDPRへの
データは 付 、取得 を かく設定できるため、EUでの収集データはEUのSplunkサーバーに、日本のデー
タは日本のSplunkサーバーに格 し、それぞれを現地でのサーバーで解析するといった対応が可能です。そ
れにより、個人データの大 間 を行わなくても解析ができます。

Adobe Analytics
　Adobe Systemsが提供しているAdobe Experience Cloudのデータ解析を提供する製品で、Forrester 1と
Gartner 2のそれぞれのレポートにおいて、リーダーとして評価をされています。ビーコン型をメインの計 方法と
し、アプリなどのSDKやAPIなど多様なデータの取得が可能です。データの取り出し（表 や書き出し）も、Web UI
のほか、スケジュール 、ExcelやPower BI、API経由など、多岐に渡ります。
　製品 の や購入個数、金額などを広告データと連携させることができ、コンバージョンの計 も多様な設計
が可能で、ワークスペース機能を利用することで に分析できます。計 されたデータを活用し、数百に上るサー
ドパーティサービスとの連携やAdobe Experience Cloudのさまざまな製品との連携が可能になっています。
　また、最近では、AIやマシンラーニングを活用したテクノロジーであるAdobe Senseiを活用した機能を多く提
供し、より高度な分析を に実施でき、スマートスピーカー、サイネージ、ストリーミング といったさまざ
まなデジタルタッチポイントの計 にも対応しています。
　Foundation、Select、Prime、Ultimateというラインナップがあり、サイトの規模などに合わせて します。

1　The Forrester Wave: web分析 （2017年第4 半期）
2　 Gartner デジタルマーケティング アナリティクス市場のマジッククアドラント 2017
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図3-6-9　Adobe Analytics

3-6 -6 　 の
　まず、解析対象のドメインを 認します。よくある構成として、買い物カートはASPを利用していて、通常のド
メインとは になっているパターンがあります。このように、通常利用しているドメイン以外に、ほかのドメイン
を含めて解析するのかを 認します。サードパーティクッキーのアクセス解析ツールでは、解析するドメインを
定するだけで収集できます。ファーストパーティクッキーのアクセス解析ツールは、原則として設 したサーバー
のドメインの でしか解析できません。

Google アナリティクスでのクロスドメインの解析の方法
　Google アナリティクスはファーストパーティクッキーのアクセス解析ツールですが、 のような設定をすると、
複数のドメインを解析 に含めることができます。クロスドメインで注意すべき点を 介します。

◦サブドメイン（http://sub.example.com/）も同時に取得したい場合
◦ のドメイン（http://example.org/）も同時に取得したい場合
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◦SSLサイト（https://example.com/）も同時に取得したい場合

　2つ以上のドメインを解析する場合、Google アナリティクスでクロスドメイントラッキングの設定を行います。
まず、Google アナリティクスの管理画面でクロスドメイン用のプロパティを設定します。「http://example.com/」
と「http://example.org/」の2つのドメインでクロスドメイン集計するには、 のように、それぞれのサイトのトラッ
キングコードの 更を行います。

1. プライマリ ドメイン（ 利 しているドメイン）のトラッキング コードをすべてのページで修正
Google アナリティクス用のトラッキングコードのcreate行は、 のように表 されています。

ga create  - -  e ample.com

これを の のように修正します。

ga create  - -  auto  allo in er : true
 ga re uire  lin er
 ga lin er:auto in  e ample.org         

ドメインが3つ以上ある場合は、linker:autoLinkの行に3つ目のドメインを加えます。

ga lin er:auto in  e ample.org  su .e ample.com  

2. セカンダリドメイン（ したいドメイン）のトラッキング コードを に修正

ga create  - -  auto  allo in er : true
 ga re uire  lin er
 ga lin er:auto in  e ample.com  

なお、Google タグマネージャを っている場合、 設定のクロスドメイントラッキングで収集したいドメ
インを設定すれば、複数のドメインのトラッキングの設定ができます。

 
図3-6-10　タグマネージャーによるクロスドメイン設定
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3. リストの をして のドメインにまたがる
一のセッションをトラッキングする
トラッキングコードを 更しただけでは、参 元に自サイトの
ドメインが表 されてしまいます。自サイトのドメインが参
元に表 されないように、参 元の 外リストを設定して

ください。Google アナリティクスの管理画面（プロパティ
プロパティ設定 参 元 外リスト）で「参 の 外を 加ボ
タン」を して設定します。

4. ビューフィルタの をしてドメイン させる
Google アナリティクスの管理画面（ビュー フィルタ）で、
のようにカスタムフィルタを設定すると、レポート画面
にドメインが表 されるため、 認のない、わかりやすい
レポートが作成できるので必ず設定してください。

3-6-3　カスタムフィルタの

目 設定内容

フィルタの種 カスタム >「 」ボタン
フィールド A --> 引用 A 「ホスト名 」を し、「(.*)」を入力
出力  --> 構成 「リクエスト URI 」を し、

「 $A1$B1」を入力
フィールド B --> 引用 B 「リクエストURI 」を し、「 (.*)」を

入力

ウェブビーコン 式 の における
　サーバーログ方式の場合は、各ウェブサーバーの時 設定を同じにしたり、ログフォーマットを えたりする必
要があります。パケットキャプチャ方式の場合は、複数の ホスト名を取得対象に設定する必要があります。

3-6 -7 　 の
　解析 の設定が完了したら、さらに解析の 度を高めるために、関 者（自社、運営会社、制作会社など）から
のアクセスを 外します。 外する方法としては、IPアドレス、クッキー、カスタムセグメント、プラグインなど
があります。Google アナリティクスを に説明します。

IPアドレス（グローバルIPアドレスが決まっている場合）
　Google アナリティクスの管理画面（ビュー フィルタ）で、 のようにカスタムフィルタを設定することで、IPア
ドレスの 外設定ができます。利用するブラウザーにかかわらず、 定した IPアドレスからのアクセスが 外され
ます。社内の訪問の 外など、特定の IPアドレスで関 者を特定できるときは、この方法が 利です。

図3-6-12　カスタムフィルタの

図3-6-11　 リスト
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3-6-4　IPアドレスによる の の

目 設定内容

フィルタの種 定義 み >「 外」。「IPアドレスから
のトラフィック」、「等しい」を

IPアドレス 自社の IPアドレス（グローバル IPア
ドレス）を入力。IPアドレスが 動す
る場合、その都度設定するか、 動

が決まっている場合は「 方に
等しい」などを利用する

クッキー（グローバルIPアドレスの変動範囲が決まらない場合）
　スマートフォンやタブレットなど、特定の IPアドレスを持っていない場合、クッキーを利用して 外します。関
者が多数いて、IPアドレスでは特定しにくい場合、この方法が 利です。
　まず、ユーザーを 外するためのカスタムディメンションを作成します。 に関 者を 外するためページを作
成した上で、タグマネージャーを利用してそのページを見たユーザーだけにそのカスタムディメンションを付与し
（ここでは「internal」）、そのカスタムディメンションを持つユーザーをGoogle アナリティクスのフィルタで 外す
る方法です。

1. Google アナリティクスの管理画面で、関 者 外のためのカスタムディメンションを作成します。

図3-6-14　カスタムディメンションの

2. Google アナリティクスの管理画面（ビュー フィルタ）で、 のようにカスタムフィルタを設定します。

図3-6-13　IPアドレスによる
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図3-6-15　カスタムフィルタの

3-6-5　クッキーによる の の

目 設定内容

フィルタの種 カスタム（Custom） >「 外（Exclude）」
フィルタフィールド ここでは「関 者 外用（ 定 IP し）」を
フィルタパターン ここでは「internal」を

3. 関 者 外用ページを作成し、タグマネージャーを設 します。

4. タグマネージャーで、このページを見た人に 外用のカスタムディメンション「関 者 外用（ 定 IP し）」を
付与します。

図3-6-16　カスタムディメンションの

カスタムセグメント（すでに収集したデータからセグメントすることで関係者を除外する方法）
　Google アナリティクスの管理画面（ビュー セグメント 加）で、 のようにカスタムセグメントを設定し、
Google アナリティクスで解析する際に設 したカスタムセグメントを すれば、 外されたデータが表 され
るようになります。毎回セグメントを実施することになり、 の関 者を IPアドレスで 外できます。
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図3-6-17　カスタムセグメントによる

アドオン（Google アナリティクス オプトアウト アドオン導入による）
　Google アナリティクス オプトアウト アドオン 5は、ダウンロードしてブラウザーに 加するだけなので、設定
が です。また、IPアドレスが 化しても同じブラウザーならアクセスを 外できます。このプラグインはPCの
ブラウザーのみに対応しているため、スマートフォンやタブレットからのアクセスを 外することはできません。
　アドオンは、ブラウザーごとに設定する必要があるため、 するブラウザーを1つに決め、導入します。社内
で特定の人物を 外する場合や、専門家として基本的に自分のアカウントを 外したい場合にお めです。

関係者を解析対象から除外する際の注意点
　ノンヒューマン（クローラー）によるアクセスも、ウェブ解析においては不要なデータなので 外します。アクセ
ス解析の対象から 外したいページがある場合、あらかじめ解析ツール上で 外設定しておきます。

3-6-6　 すべき

解析ツールの方式 外 目

ウェブビーコン方式 ページに計 タグを 入しない。設定画面上でフィルタを用いて する

サーバーログ方式および
パケットキャプチャ方式

ファイルアクセスや画 ファイル、アイコンファイル（ico）、Flashファイル（swf）など

3-6 -8　ファネルの
　コンバージョンに至るファネルを説明します。通常、ウェブサイトの構造はトップページ（index.html）を 点に
したサイトマップで表します。しかし、ウェブ解析ではコンバージョンに至る 程をユーザーの行動 歴をもとに
えます。
　マーケティングの観点では、コンテンツには「ランディングページ」「回 ページ」「フォームページ」「コンバー
ジョンページ」という4つの役 があります。それぞれに複数のページが含まれ、 定する方法や 標が なりま
す。順 にセッション数やページビュー数は少なくなっていくため、ファネル（ の意 ）の で表現します。

5　https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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ランディングページ
ランディング（ ）という意 のとおり、最初にユーザーが
見るページです。キャンペーン専用ランディングページを
作成することもありますが、 エンジンなどを経由して、
目的ではないランディングページを最初にユーザーが見る
こともあります。ランディングページを 定する 標は「直
率」です。直 率が高いランディングページは、ユーザー
を のページに させず、ユーザーを していると
できます。

● ページ
2ページ目以 として するページです。商品ページや

のページなどのコンテンツが回 ページとして機能す
ることが多いのですが、まれにランディングページとして
作成したページが回 ページとして されることもあり
ます。回 ページを 定する 標は「回 率」や「 率」です。直 はしなかったもののフォームに 達
しなかったページは回 ページとして問題があり、ユーザーを していると できます。アクセス解析ツー
ルで一般的な 標は 率ですが、これは通常セッション 位ではなくページビュー 位なので、直 率と
ができない点に気を付けてください。

●フォームページ
コンバージョンにつながるフォームがあるページです。ショッピングカートや資 求フォームページなど
です。フォームページに 導するボタンを「CTA（Call To Action）」や「 応 」と びます。フォームページ
の成果を 定する 標はフォーム 率です。フォームに 達したもののコンバージョンにならなかった
ページはフォームの内容やサービス（クレジットカード決 がないなど）に問題があると できます。フォー
ム 率はセッションで表すことが多いのですが、ページ 位の 率はフォームでも一般的にページビュー
位となっている点に気を付けてください。

●コンバージョンページ
コンバージョンになったと するページです。たとえば、イーコマースではサンクスページがコンバージョ
ンページとなることが多いのですが、メディアサイトやサポートサイトのようにコンバージョンがページ 位
で明 にならないケースもあります。また、コンバージョンがページとして定義できない場合（フォームとコ
ンバージョンでページの がない場合）には、JavaScriptでコンバージョンの発生を して代 することも
あります。また、電 での注文が多い場合は、電 の注文件数を 定する場合もあります。コンバージョンの
数を増やすためには、各コンテンツ構造の改善をする必要があります。このデータを見ることで、 にユー
ザーを しているコンテンツ構造を発見し、改善できます。

　ランディングページと回 ページは最初に訪問したページ、 に訪問したページと定義できるので自動的に分け
ることができます。しかし、フォームページ、コンバージョンページは設定が必要です。このようなフォームペー
ジの解析ではフォームを定義します。Google アナリティクスの場合、フォームでの を 定するには、コンバー
ジョンの設定の目標達成プロセスで行います。コンバージョンの設定画面で 動する順 にURLを 定すること
で 定できます。

ランディングページランディングページ

回遊ページ回遊ページ

フォームページフォームページ

コンバージョン
ページ

コンバージョン
ページ

図3-6-18　コンテンツ ファネル
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図3-6-19　フォームページの

　また、フォームページも「入力ページ」「 認ページ」などに 分化することもあります。

図3-6-20　ファネル の

　 3-6-19と 3-6-20は、ウェブ解析士講座のファネルで、スケジュールから講座 、 認ページ、サンクスペー
ジまでのファネルを表しています。
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3-7 情報精度を高めるための設計
　情報の 度を高めるために、さまざまなツールの設定、 品 にも気を る必要があります。さらに、クライ
アントにマッチしたお客さまの り込みを行った解析を行うためには、独自のセグメントを設定する必要がありま
す。ここでは、Google アナリティクスの設定を に、解析 の決定と関 者の 外について説明します。

3-7 -1　マルチデバイス の
　現在では、スマートフォンやタブレットからのアクセスが数多くあり、マルチデバイスでの解析が 要になって
きています。しかし、通常のアクセス解析ツールでは、デバイスごとに ユーザーとして されます。
　ユーザーが複数デバイスを利用しているかを分析する場合、ユーザー IDを軸にデバイス間の行動を 付けること
が可能です。 体的には、ログインしたユーザー IDをキーにユーザー 子としてクッキーに保 し、ウェブ解析
ツール内で統合します。Google アナリティクスでは、ユニバーサルアナリティクスからクッキーにユーザー IDを
付与することで、ログイン情報を用いて同一ユーザーであると する仕組みを提供しています（2018年6月現在）。

A

PC 端末

スマートフォン端末

タブレット端末

太郎さん

通常だと別のユーザーの
アクセスだと
認識されてしまう

ユーザー「A」からのアクセス

/xxxxx1.html
/xxxxx2.html
/xxxxx3.html
/xxxxx4.html

ユーザー「B」からのアクセス

/xxxxx1.html
/xxxxx2.html
/xxxxx3.html
/xxxxx4.html

ユーザー「C」からのアクセス

/xxxxx1.html
/xxxxx2.html
/xxxxx3.html
/xxxxx4.html

設定される
ユーザー識別子→

C
設定される
ユーザー識別子→

B
設定される
ユーザー識別子→

図3-7-1　デバイスが なると のユーザーと

ソーシャルログインによるマルチデバイス解析
　近年、ソーシャルネットワーキングサービス（以 SNS）の 及により、LINE、Facebook、Twitterなどを利用する
ユーザーが増えています。SNSでユーザー登 をし、そのSNS以外のサービスサイトで、それらのユーザー ID・パ
スワードと連携させてログインするという、ユーザー登 の手間を いた会員登 方法が行われてきています（ソー
シャルログイン）。目的は登 のしやすさですが、これをウェブ解析に活かすことも可能です。
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A

PC 端末

スマートフォン端末

タブレット端末

太郎さん サイトに「太郎さん」とし
てログイン。
解析ツールには、このロ
グイン情報とともにユー
ザーの識別子を送信

設定される
ユーザー識別子→

C
設定される
ユーザー識別子→

B
設定される
ユーザー識別子→

ユーザー「太郎さん」
からのアクセス

/xxxxx1.html
/xxxxx2.html
/xxxxx3.html
/xxxxx4.html

/xxxxx1.html
/xxxxx2.html
/xxxxx3.html
/xxxxx4.html

/xxxxx1.html
/xxxxx2.html
/xxxxx3.html
/xxxxx4.html

同じユーザーの
アクセスだと認識

図3-7-2　ソーシャルログインの み

　「ソーシャルログイン」を行ったログイン情報をGoogle アナリティクスと 付けることによって、1人のユーザー
行動を なるデバイスを横 して分析することが可能になります。ユーザーのオプトインで、SNSに登 した情報
を収集することも可能です。

3-7 -2　パラメーターを ったアクセス による
　広告 果 定方法としては、広告の管理画面による 果 定が一般的ですが、オウンドメディアへ 導するとき
にパラメーターを活用することで、広告ごとの客観的で な分析ができます。

Google アナリティクスで するためのパラメーターの
https:// . aca.associates/jp/ utm campaign= aca 01 utm medium=cpc utm source 
=google

　パラメーターは「?」から始まり、各 目を「&」でつなぎます。URLは長す
ぎるとブラウザーが み込めない可能性もあるため、できるだけ くし、
日本語など2バイト文 の 用は けます。Googleでは「Campaign URL 
Builder」1を うと容 に作成できます。
　また、パラメーターは「&」でつなげれば、Adobe AnalyticsやMatomo
など、複数のアクセス解析ツールや広告 果 定ツールと連携させるこ
とも可能です。

図3-7-3　Campaign URL Builder

1　https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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パラメーターの役割
　Google アナリティクスを に、パラメーターの役 を 介します。大文 と小文 を分けて分析するため、基
本的には小文 で書きます。

3-7-1　Google アナリティクスのパラメーター　

パラメーター 名 内容
utm source 参 元 広告を出稿しているウェブサイトや、媒体名 google、yahoo、facebook

utm medium 広告メディア 連動型広告、ディスプレイ広告など掲 広告の
種

cpc、email、display

utm campaign キャンペーン名 広告のキャンペーン名 2018seminar、201801mail

utm term キーワード エンジン連動型広告で設定しているキーワード WACA、Web Analytics

utm content 広告のクリエイティブを えた場合のコンテンツ
の名

banner1、banner2

　パラメーターに設定する主な内容は、「どこから来て」「どの広告を経由して」「いつ行っている広告か」といった
ことなどです。

3-7 -3　 URLサービスの
　パラメーターなどを利用すると、URLが長すぎて、メールなどでリンクが正しく設 できない場合があります。
こういった場合、 URLサービスを うと く表現できます。

図3-7-4　 URLの （bit.ly）

　たとえば、bit.lyは URLサービスですが、 するURLも自分で 更できます。さらに、アカウントを持って
おくと、 URLのクリック数や地域などを 定できます。この方法で、オウンドメディア以外のコンテンツ、PDF
や外部サイトへのリンクのクリック数なども 定できます。

3-7 -4　サーチデータの
　「Google Search Console」（以 、サーチコンソール）は、Googleが で提供しているサイト管理ツールです。
以 は「ウェブマスターツール」と ばれていました。このツールでは、サイト訪問ユーザーが、どんなワードで訪
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問しているのか、サイトの 順位に 化が出ていないか、 を与えているものがないかなどを 認できます。
Google アナリティクスと んで、サイト運用に かせないツールであり、サーチコンソールはGoogle アナリティ
クスとの連携が可能です。

Google アナリティクスとサーチコンソールの連携方法
1. Google アナリティクスで「 クエリ」を

Google アナリティクス管理画面において［レポート］ ［集客］ ［Search Console］と進み、［ クエ
リ］を します。画面内に「このレポートを 用するにはサーチコンソールの統合を有 にする必要があり
ます。」という画面が表 された場合は、サーチコンソールとの連携設定がまだ行われておりません。まずは
「Search Console のデータ共有を設定」を します。

2. 「Search Consoleを 」を
「Search Consoleのデータ共有を設定」を 後は、プロパティ画面に り わります。ページ下部にある
「Search Consoleを 」を します。

3. 「編集」をクリック
「Search Console の設定」という画面になるので、「 集」をクリックします。

4. するサイトを
ページがサーチコンソールのサイトに り わります。サーチコンソールに登 されているサイトの一 表
が表 されるので、連携したいサイトを して「保 」を します。「関連付けの 加」というポップアップが
表 されるので、「OK」を すと連携が完了します。

5. Google アナリティクスで「 クエリ」を
Google アナリティクス管理画面において［レポート］ ［集客］ ［Search Console］と進み、［ クエリ］
を します。ユーザーがどのようなキーワードで して、あなたのサイトを訪れているのかがわかるよう
になります。連携後はデータが まっていないため、データが まるまでは数日間が必要になります。

　なお、Adobe Analyticsでは、Adobe Advertising Cloudとの連携やAdvertising Analytics for Paid Search機能の
連携により、Google 広告やBingのデータをAdobe Analyticsに取り込んで分析することが可能です。

3-7 -5　 部データ による
　複数のチャネルで取得した外部データ（アクセスログ・アンケート 果・広告 果・ポイントカードの購買 歴
など）を連携させて顧客を理解しようとする えが広まりました。そのために利用されるソリューションが「DMP
（Data Management Platform）」です。DMPでは、さまざまなデータを収集し、 合することでマーケティングに活
用します。
　当初はウェブ広告の成果向上を目的にDMPで取得したデータが活用されましたが、最近では、広告活用に ら
ず、外部データとウェブ解析ツールを連携させたウェブサイト解析も行われています。

外部データを用いた解析の必要性
　たとえば、アクセス解析だけでは、顧客の らしや興 関心は できません。このような を解決するため
に、ウェブサイト外で収集された外部データを連携し、顧客の れたインサイトを分析することが必要となります。
　Google アナリティクスを活用する場合には、Googleが保有している広告 システムである「Google 
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Marketing Platform」のクッキー情報や、モバイルアプリで収集したデータ（年 ・性 ・インタレストカテゴリーな
ど）と連携させることで、通常の解析軸とは なる分析ができます。イーコマースサイトであれば、コンバージョン
データとクロス集計することにより、商品ごとに、どんな年 ・性 の人に関心を持たれているのか、どんな興 ・
関心がある人がサイトに訪問しているのかを明らかにできます。

Google アナリティクスの ・ データの （ ）とインタレストカテゴリーの （ ）

　Googleが保有しているデータを活用する方法以外には、DMPで収集されたデータを活用した解析手法がありま
す。たとえば、株式会社インティメート・マージャー 2が提供しているパブリックDMP（企業ウェブサイト外で収集
されたデータを 積・ 理し活用できるようにしたDMP）内には、インターネットリサーチを活用して収集されたア
ンケートデータ（年収・家 構成・ ・職業）などのパーソナル情報も 積されています。このようなデータの
活用 として、 と、 を 和する2つの商品を 介しているブランドサイトを 介します。商品ターゲッ
トは、ともに若い 性とします。DMPを活用した解析を行うと、 のページを見ている人は、IT・ウェブ開
発系に興 がある男性が多く、 商品のページを している人は、介護や に関心がある 性が多いという
分析 果になります。この分析 果から、 の商品は、企業の 定ターゲットとは なる人から関心を持た
れていることがわかります。
　このように、DMPを活用することで、アクセス解析では発見できない付加情報を発見できます。DMPとアクセ
ス解析を用いることで、 ・経験で 進してきたマーケティング活動が、実 データに基づいた で できるよ
うになります。

外部データを用いる場合の注意点
　DMPを用いたアクセス解析には、外部データで収集される ・ ・出所など、活用する上での課題もあります。
提として、アクセス解析で取得しているデータすべてが外部データで取得した情報と連携できるとは りません。
アクセス解析と外部データの取得は 々の会社が なる方法で取得しているため、データのマッチングが必要で
す。アクセス解析データとアンケート 果を 合する場合には、最 、オウンドメディアへの訪問とアンケート
に える必要があります。
　一般に、Google アナリティクスで取得できるクッキーのうちの数 が外部データとマッチして、解析に利用で
きるといわれています。そのため、活用しようとしている外部データ が少ない場合や自社ウェブサイトの規模が
小さい場合には、データのマッチング が しく、正しい を得ることが しいこともあります。アクセス解析
との連携を する場合には、どの程度のマッチング があれば、自社マーケティングの意思 ができるのかを
事 に しておく必要があります。
　また、外部データを活用する 要な注意点として、個人情報が消された で提供されているデータの場合でも、
解析する方法によっては個人を特定することにもつながります。そのため、データ活用の方法を間 えると、顧客
とのトラブルに発展する場合もあります。データ活用に関する社内ポリシー・法的な制 を 守した上での活用が
求められます。

2　https://corp.intimatemerger.com/
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3-7 -6 　〈発展〉機器データ連携による解析

IoT（Internet of Things）
　IoTとは「モノのインターネット」と ばれ、現在インターネットに接続されているパソコンやスマートフォン以外
のすべてのセンサーや機器・サービスなどを含む「モノ」がインターネットに接続されることをいいます。

IoTの種類
　インターネットに接続されるモノには、さまざまなセンサーや機器などが含まれます。

3-7-2　センサーや の

センサー 温度、 度、 度、気 、 音、加速度、 、 、 動、土

機器 、ヘルスケア、家電、カメラ、スマートメーター、ロボット

IoT分析活用イメージ
　IoTにより、どのような分析ができるようになるか、活用イメージを 介しましょう。たとえば、イーコマース
サイトで販売された家電がインターネットに接続することによって、販売後の利用 度や消 品の利用数などを取
得でき、製品改善のためのデータ取得・ 積だけでなく、販売促進などを行うためのデータ利用も可能となります。
また、店舗のドアなどにセンサーを付けることにより、店舗への訪問数なども取得でき、広 にリアルな店舗ま
で含めた分析ができるようになります。たとえば、ソフトバンクから発売されている人型のパーソナルロボットの
Pepper（ペッパー）を利用することで、店舗などで接客したデータをロボットから収集することも可能です。来店し
た顧客からPepperがアンケートをとることで、全国全店で顧客の興 がリアルタイムで分析できたり、来店されて
いる顧客の性 や年代などの 性、 かどうかといった表情までも取得・ 積して分析データとして活用できた
りします。
　IoTとしてすべてのモノがインターネット接続されることで、ウェブだけでなくアナログなモノや人の行動もデー
タ収集・ 積し分析することができるようになり、現在のマーケティングよりも多くの可能性が広がっていきます。

取得方法の例
　このようにウェブ以外のデータの取得が必要となる場合、つまり、ブラウザーのJavaScriptが えない でデー
タを取得する必要が生じます。IoTでデータを取得する場合は、そういったJavaScriptが えないケースが大半で
す。たとえば、リアル店舗のレジでの購入データをウェブ解析ツールに りたいとしても、データを れません。
また、スマートフォンアプリからデータを る場合も同様です。
　この取得に関する問題を解決する1つの方法がGoogle アナリティクスにおける「Measurement Protocol」（メ
ジャーメントプロトコル）です。 のようなパラメーターを含めたHTTPリクエストを作ることで、ブラウザーを介
さずにGoogle アナリティクスに直接データを ることができます。

　
http:// .google-analytics.com/collect v=1 tid= - - cid= 01 0 0 1
.0 000001 t=event ec= r ea=scan el=mag1 111

・v（プロトコルバージョン）現在の最新バージョン1
・tid（トラッキング ID）Google アナリティクスのトラッキング ID
・cid（クライアント ID）ユーザーエクスプローラーのクライアント ID
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・t（ヒットタイプ） event、pageview、screenview、transaction、itemなど
・ec（イベントカテゴリー） qrなど
・ea（イベントアクション） scanなど
・el（イベントラベル）雑 の 日など
　

　このメジャーメントプロトコルは、必要な値をHTTPリクエストとして すれば、Google アナリティクスの解
析サーバーにデータが られます。この方法を用いれば、JavaScriptの動かない環境でも、希望しているデータを
Google アナリティクスに することができます。それによって、たとえば、 のようなことが可能になります。
◦POS の行動をウェブページの としてデータを 付する
◦店舗の商品売上をイーコマースのコンバージョンとしてデータを 付する
◦チラシの をメジャーメントプロトコルの設定をしたQRコードでイベントとして る
◦CRMのユニークユーザーごとのデータのCIDをキーにして、Google アナリティクスと 付ける

3-7 -7 　〈発展〉スマートフォンアプリの解析
　スマートフォンのアプリも、ウェブサイトと同様に、Google アナリティクスを利用することができます。コン
バージョン設定や各種KPIの 標を分析することで、目標達成や成果の最大化につなげることができます。
　モバイルアプリには大きく分けて3つの種 があります。

◦ネイティブアプリ
JavaやSwift・Objective-Cなどで開発される にダウンロードが必要なアプリ。デバイスの機能（GPSや
Beacon、加速度センサー・カメラなど）を うことができる

◦ウェブアプリ
にダウンロードする必要がなく、ウェブブラウザーからアクセスするタイプのアプリ

◦ハイブリッドアプリ
ネイティブアプリとウェブアプリを組み合わせたもの。ネイティブアプリと同様にデバイスの機能はフルに
え、コンテンツ部分はウェブといったようにメリットを組み合わせたタイプ

　ウェブアプリはHTMLやCSS・JavaScriptなどで構成されるため、HTMLにトラッキングコードを設 すれば解析
可能です。ネイティブやハイブリッドアプリに関しては、SDK（Software Development Kit ソフトウェア開発キッ
ト）を導入する必要があります。SDKには「Google アナリティクス開発者サービス SDK」や「Firebase SDK」などがあ
ります。実際の組み込み方法や設定については公式サイトを 認してください。
　アプリへの導入やGoogle アナリティクスの設定が完了すると、アプリレポートを見ることができます。

アプリ経由でのサイト訪問の解析
◦第 のアプリ での

LINEなどの第三者のアプリでは、ほとんどの場合はリファラーなどが取得できないため、広告同様にパラメー
ター（第6章参 ）を付与して解析することになります。ただし、YouTubeなどでのウェブサイト訪問やアプリ
内での評価（YouTubeでのコメント数）は管理画面上で できるので、アカウントを共有する関 者内で 認
をしてください。

◦ 社 のアプリ での
自社開発のアプリであれば、いくつかの手法でユーザーの行動を解析することは可能です。アプリからの外部
リンクにはリファラーが付与されないことが多いため、 のような手法をとります。
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 ・ URLリンクにパラメーターを付与する
 ・  アドサーバー（広告 用のウェブサーバー）などのサーバー経由でウェブサイトに させる（これにより
アドサーバー上でアクセスをカウントできる）

 ・  リダイレクトページ経由でウェブサイトに させる（これによりリダイレクトページへのアクセスをカウ
ントできる）

　これらの手法の応用として、たとえば、アプリ初回起動時に自動的にウェブサイトを表 し、そこで らかのア
クションを起こさせることで、アプリがダウンロード後にどのくらい時間をおいて、どのくらいの 合で初回起動
するかを できます。

アプリ内の解析
　スマートフォンは、ウェブサイトだけではなく、アプリを利用したコンテンツの や機能の活用が一般的です。
アプリは、ウェブサイトとは って「ページ」の がないため、アプリならではの計 や分析方法が 在します。
アプリ解析設計では、 のようなことに注意してください。

◦ページビューという がない
ウェブには「ページ」という がありますが、アプリにはありません。どのボタンを したらページを り
えたと見なすのか、ボタンや機能に対して1つひとつ り当てる必要があります。

◦セッション の が わる
アプリはウェブサイトと なり、インターネット接続がない環境でも機能します。このようなネットに接続し
ていない のログをどのように 積し、どのタイミング・方法でアクセス解析サーバーへ るのか、あるい
は らないのかを決める必要があります。

◦アプリのダウンロード や 社アプリの も に る
アプリそのものの利用 だけでなく、iTunesやGoogle Playでのダウンロード数も 要な情報です。これら
のデータは iTunesやGoogle Playの管理画面で取得し、適 ほかのデータとつなぎあわせて分析に活かします。

代表的な2種類の計測方法とその特徴
1. サードパーティツールを した

Google アナリティクスやAdobe Analyticsなどのアクセス解析ツールでは、ウェブサイトの場合に たビー
コン型の計 が利用可能です。ただし、ウェブブラウザーとは い、各ページに計 用の を 入するので
はなく、各アクセス解析ツールの管理画面から取得できる、SDK（Software Development Kit）というパッケー
ジを導入します。その上でボタンタップなどのアクションが発生した際に解析ツールにデータを る を
行います。ウェブサイトへの導入よりもひと手間増えますが、この方法を利用するメリットとして、ウェブサ
イトの解析で れ しんだ分析画面を利用できることが げられます。また、すでに解析ツールを導入してい
れば、そのツールの 内で自由に計 を行うことが可能です。ウェブサイトの機能をそのままアプリに
持ってきている場合は、ビーコン型の計 を します。
また、Firebase 3のようなスマートフォンアプリ専用のソリューションもあります。ウェブサイトを中心とし
たビジネスモデルではない場合は、こちらのほうがアプリに特化しているため いやすくなっています。解析
だけではなく、A/Bテストやユーザーへのメッセージなどの機能も わっています。

3　https://firebase.google.com/?hl=ja
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図3-7-6　Firebase Analytics
出 http://analytics-ja.blogspot.jp/2016/05/firebase-analytics.html

2. 社ログを した
一部の企業では、ログデータを自ら取得して分析する計 方式も導入されています。自社あるいはクラウド上
にサーバーを用意し、訪問時にデータを自社サーバーに り、集計と分析を行います。この方法を利用すると、
必要なデータを自由度高く設計できるメリットがある 面、自社でログ取得から分析環境を構築する必要があ
るため、ビーコン型よりも実 ・設計・運用の が大きくなります。自由度高く設計できるメリットとしては、
アプリごとに自由度の高いデータ取得と分析が行えるということです。家計 アプリ・体 計アプリ・ソーシャ
ルゲームなど、ウェブでは一般的ではないサービスを提供している場合は、自社ログの方式を します。ア
クセス解析ツールの レポート を うよりも、ログデータを取得しデータをSQL文でダウンロードして
ツールやソフト（Excel、Access、TableauやRなど）で分析するほうが、より気付きを発見しやすくなります。
最近では、ブラウザー上で可視化・分析するツールなども登場しています。

　アプリの種 や分析したい内容に応じて、より適 な方法を しましょう。

スマートフォンアプリならではの分析視点
　スマートフォンアプリでは、通常のブラウザーであれば可能なデータが取得できない場合もありますが、 にア
プリだからこそ取得して分析できるデータもあります。アプリを分析する上で、外せないのは の3点です。ぜひ、
自身の分析に取り入れてみてください。

1. アプリのバージョン
アプリにはバージョンの があります。新バージョンはどれくらいの人がインストールしているのか、 の
バージョンのままアップデートしない 合などを 認しましょう。バージョンと合わせてデバイスやOSとの
け合わせ分析を行うと、特定の やOSで 作動や不 合が発見しやすくなります。

2. な利
アプリはダウンロードしてもらうことで、ブラウザー以上に 続的なアクセスが期待できます。しかし、アプ
リは内容がイマイチだったり、ユーザーがニーズを満たしてしまったりすると されてしまいます。 自
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体は計 ができないものの、定期的に利用するユーザー（ 4回以上ログイン、5日連続ログイン）は分析可
能です。 続利用につながるアクションを することで、アプリの改善に活かし、 続利用者の人数と 合
を増やしましょう。

3. レビューの
アプリのダウンロードは掲 順位およびレビュー内容と評価点（ の数）によってダウンロード数が大きく
わってきます。評価点が高い・ いレビュー内容に共通 がないかを 認し、強い部分を伸ばし、 い部分を
改善することを意 しましょう。またレビューの通知タイミングなどもコントロール可能ですので、高評価が
期待できるタイミングを計り、ユーザーにレビュー をするようにしましょう。

3-7 -8　〈発展〉ヒートマップの設置
　ヒートマップはウェブページの訪問者全員のマウスのスクロールやクリックの動きを統合し、クリックされた
所や注目された 所を視覚的に表現したものです。トラッキングコード（タグ）を設 することで実施できます。
Ptengine 4やSiTest 5など、多くのヒートマップツールはタグマネジャーにも対応しています。たとえば、Ptengine
の場合、トラッキングコードを発行して り付けます。
　このタグをタグマネジャーで設 します。 3-7-7はGoogle タグマネージャに設 する です。

 
図3-7-7　Google タグマネージャにPtengineのタグを する

　「Custom HTML」にトラッキングコードを入れ、「Trigger」を全ページに設定すると全ページでヒートマップが
定できます。

ヒートマップのパラメーターによる振り分け
　ヒートマップツールでも、パラメーターごとのデータを り分ける設定を行うことができます。

4　https://www.ptengine.jp/
5　https://sitest.jp/
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注目度
高

低
ページ上部の画面と
サービスにユーザーが
注目している

サービスの「詳しく見る」
ボタン付近にユーザーが
注目している

ヒートマップツール
USERDIVEよりFacebook経由 Google経由

図3-7-8　 のヒートマップ

　 3-7-8は、Facebook経由とGoogle経由で、同じサイトのセッションのアテンションヒートマップです。それぞ
れパラメーターを設定し、ヒートマップツール「USERDIVE」6でパラメーターごとのページの見られ方を分析した
果です。このように、同一のページであっても経由するユーザーによって興 を持つコンテンツやモチベーション
の高さに いが出てきます。これらの情報をもとに、広告で 導すべきユーザーと優 すべき広告の 定を行うこ
とも可能です。

3-7 -9 　SSL とアクセス の
　「SSL/TLS」と されることが多いのですが、「SSL
（Secure Sockets Layer）」 と「TLS（Transport Layer 

Security）」というインターネット上での 受 を 化
する仕組み（プロトコル）です。TLSとSSLは、実際には同
じもので、プロトコルのバージョンの いで表 が な
ります。ここでは、「SSL」と表現します。
　主に、ウェブサイトとユーザーが 受 する情報を
化するために利用します。サイトの管理者は、 さ

れる情報を第三者の 受を ぎ、情報の改 がないこと
を 明できます。
　以 から決 や個人情報の フォームでSSLが わ
れていましたが、2014年にGoogleが、ユーザーが安全
にサイトを できるように、SSL実 （https）の有 を

果の基準の1つとすることを発表しました。その
ため、今ではウェブサイト全体にSSLを実 することが
されています。

6　https://www.uncovertruth.co.jp/ja/userdive/

1 SSL を要求

3 検証、入手

6 暗号化
された通信

4 暗号化して共通鍵を
サーバーに渡す

5 入手

2 サーバーの公開鍵を
クライアントへ安全に渡す

ウェブサーバークライアント（ブラウザー）

証明書

サーバー
公開鍵

サーバー
秘密鍵

サーバー
公開鍵

共通鍵 共通鍵

証明機関
公開鍵

生成

図3-7-9　SSLの み
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安価になったSSLの設置
　SSLでは「共通 方式」と「公開 方式」の両方を用いて、インターネット上のデータ通 を 化するこ
とで第三者から を ぎます。SSL通 において、ウェブサイト所有者は ・ 明書発行者の 名データ（ネット
上の実 のようなもの）を持つSSL 明書を利用するため、提供者情報を登 する必要があります。ユーザーは、こ
の情報をSSL 明書で 認できます。 体的には、ブラウザーのURLを表 しているところにあるカギマークで
認できます。

図3-7-10　SSL の

　これまで、SSLはどのウェブサイトにも必要な手 にもかかわらず、価格が高く（数万円 数十万円）、手続きも
面 でした。ところが、 のSSLサーバー 明書である「Let's Encrypt」 7などの登場で、誰でも、いつでも、
にSSLが利用できるようになりました。個人で設定するには多少専門知 が必要になりますが、多くのウェブ

サーバーで （ 価格）のSSLを利用できるようになっています。 な設定方法は各サーバーのマニュアルな
どを参 してください。
　ウェブサイトに 中からSSLを実 した場合は、「http」でのアクセスを「https」にリダイレクトすると、常時SSL
により 化されたコンテンツを表 できます。また、多くの場合は以 の エンジンでの評価を引き ぎたい
はずなので、 純なリダイレクトではなく、コンテンツの 久的な 動を伝える「ステータスコード301」でリダイ
レクトを設定してください。そのためにサーバーの設定を 更し「.htaccess」というウェブサーバー設定用のファ
イルを のように書き えます。

e rite ngine on
e rite ond  o
e rite ule .  https://e ample.com/ 1 = 01

（example.comは自社サイトURL）

　これでSSLに関する設定は完了です。なお、WordPressなどのCMSではサイトアドレスもhttpsに 更が必要で
ある場合や、環境によっては 加の 更も必要なので注意してください。
　また、SSLを ったウェブサイトにおけるアクセス解析も、原則的にはSSLで 化されていないサイト（非SSL
サイト）のアクセス解析と同じですが、アクセス解析の手法によって注意が必要です。

7　https://letsencrypt.jp/
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3-7-3　SSLでのログ

解析手法 注意点
サーバーログ方式 SSLによる 化されたウェブページのログファイルと非SSLのウェブページのログファ

イルは なファイルになることが多く、つなぎ合わせる必要がある
パケットキャプチャ方式 SSLで 化されたログデータは、SSLアクセラレーターを うか、パケットキャプチャ

でデータを収集する機器にサーバーの をインストールする必要がある
ウェブビーコン方式 ウェブビーコン の解析ツールもSSLで 化しておく必要がある。SSLで 化してい

ないと、ブラウザーに「一部のコンテンツが 化されていない」との 告文が流れる

3-7 -10 　〈発展〉AMP対応とアクセス解析の設計
　AMPとはAccelerated Mobile Pagesの略で、モバイルユーザーのユーザー体験向上を目的として、モバイルで
ウェブページを高速に表 させるための仕様です。AMPは、JavaScriptや画 のリサイズなど、 み込みに時間が
かかることは ける仕様になっています。さらに、AMP Cacheによって、AMPページを するためのコンテン
ツ ネットワーク（CDN）にキャッシュされます。ユーザーが 画面やSNSでシェアするURLからAMPページ
のリンクをタップすると、AMP Cacheに保 されているキャッシュからコンテンツを します。CDNは「Contents 
Delivery Network」の略で、専用の ネットワークを利用して、ウェブサイトにアクセスするユーザーにもっとも
近いPoP（ 拠点）にコンテンツをキャッシュし、 率的かつ高速に する仕組みです。
　AMPを実 するには、仕様に ったHTMLファイルを し、設定を 更する必要があります。WordPressの場
合、AMPプラグインを って作成できます。AMPが問題なく実 できているかの 認は、AMPを実 しているフォ
ルダー（たとえば /amp/）をGoogle Chromeのデベロッパーツールのコンソールで み込んで、「AMP validation 
successful.」と表 されていれば、正常であると できます。

図3-7-11　AMPページの

　AMPのページが生成できたら、head要 にメタタグでアノテーションを したり、サーチコンソールで
エンジンにAMPページの 在を 介したりして、 導を行います。

AMPページのアクセス解析の注意点
　AMP対応によって、アクセス解析の 果が わる点があります。キャッシュされているページを したユー
ザーとサイトを訪問したユーザーは のユーザーと認 されてしまうため、セッション数や直 が増えたり、コン
バージョンが取得できなかったりといったケースが起こります。まだアクセス解析ツールも完全に対応はできてい
ませんが、Google アナリティクスについては、AMP対応のトラッキングコードの 更をするとキャッシュされた外
部のページのデータもユーザー IDを 付けて解析できます。これらのことを合わせて、 の設定をしてください。

1. ウェブサイトのヘッダー情報を書き えてAMPページの 在を知らせる。カスタム 数 用を可能にする

<lin  rel="amphtml" hre ="./amp.html">
<meta name="amp-google-client-id-api" content="googleanalytics">
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2. Google アナリティクスのトラッキング情報にAMP用の 数を加える。タグマネージャーで 数を設定すると
利

use mp lient d=true

3. Google アナリティクスの参 元 外サイトにAMPのキャッシュサーバーを加える。「cdn.ampproject.org」を
参 元 外サイトに加え、AMPの訪問をサイト内訪問と見なす

　このようにすれば、Googleなどの外部サーバーのキャッシュによる表 もサイト内の表 と同様のアクセス解析
が行えます。

3-7 -11　〈発展〉カスタム変数の設計
　アクセス解析ツールが標準で取得できるデータはページビューを基軸とした汎用的なデータでもあるため、どの
ようなサイトでも統一されたデータを取得できるというメリットがあります。ただし、自社やクライアントの業種、
業 によっては、そうした汎用的なデータでは決め手にはなりにくいというデメリットもあります。そこで、カス
タム 数を利用すれば、より自分たちのビジネスに適合したセグメント（ 分・分 ）でユーザーの を で
きます。「カスタム 数」とは、特定のユーザー、特定の訪問、特定のページ があったときにクッキーに関連付
けてラベルを ることができる機能です。従来のウェブ解析では、「新規セッション」「リピートセッション」のよ
うなクッキーベースでの分 しかできませんでしたが、カスタム 数を うことで、「購入 ユーザー」「ログイン
ユーザー」「XXさんが書いた 事」のように、特定のページや値をウェブサイトで表 させたときをキーに分 でき
ます。カスタム 数には大きく分けて、 の3種 があります。

1. セッション
セッション中にログインをしたかどうかで、「ログインセッション／非ログインセッション」を分 するのに用
います。セッション 位での計 なので、セッションが完了すると設定はリセットされます。たとえば、同じ
ユーザーが 日のセッションではログインしたにもかかわらず、今日のセッションでログインをしなかった場
合は、それぞれに1ずつカウントされます。 日のセッションではログインをしていても、セッションが われ
ば、設定を 回のセッションに持ち すことはありません。

2. ユーザー
ユーザー 位の場合は、クッキーがユーザーのブラウザーに保持されている りは 力が続きます。 に購
入したユーザーや問い合わせをしたことがあるユーザー、会員ユーザーか非会員ユーザーなどが 体的な事
として げられます。セッション 位は1つひとつのセッションの も 間的に見ていくのに対して、ユー
ザー 位では、ユーザーは から現在までのフローの中で、ユーザーがどのような行動を起こし、 化して
いくのかを見ていきます。

3. ページ
ページ 位は、ウェブサイトの各ページを分 し、それぞれのカテゴリーとしてまとめてデータを取りたいとき
に利用します。たとえば、とあるニュースサイトで、たくさんの外部ライターが 事を 稿する仕組みになっ
ている場合、どのライターの 事がもっともページビュー数が多いのかを するといったことが事 として
げられます。また、同じニュースでも 治やエンタメなど、どのようなジャンルがよく見られているのかを
するのにも有 です。
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　カスタム 数として、Google アナリティクスでは、このような い方をするカスタムディメンションと、設定
した数 をカウントできるカスタム 標（メトリクス）が設定できます。自分で設定したディメンションと 標を作
り、 定できるということです。Adobe Analyticsでは、コンバージョン 数の「eVer」とトランザクション 数の
「Prop」があります。そのほかに、さまざまなカスタム 数が準 されていて、高度なカスタム 数が設定できます。

Matomoでも、カスタム 数、カスタムディメンションを設定する機能があります。
　基本的な設計は同じで、アクセス解析ツールの管理画面上で 数を設定し、その 数に値を るトラッキング
コードをJavaScriptで します。特にプログラムが出力する動的な表 との連携の際に 果を発 します。たと
えば、会員としてログインしたユーザーの 動を知りたい場合、ログインに成功したユーザーが見る最初の画面
で出力する「ログイン 」といった表 をカスタム 数に格 するというような方法です。タグマネージャーを う
と、直接ウェブサイトにJavaScriptで しなくても、管理画面上で多くの 数が設定できます。

Google アナリティクスでのカスタム変数の設計
　たとえば、Google アナリティクスでユーザーの会員種 についてカスタムディメンションを作りたいとき、
Google アナリティクスでカスタムディメンションを設定、発行したトラッキングコードを 当するページに り付
けます。

図3-7-17　カスタムディメンションの

　タグマネージャーを う場合は、インターフェイス上で 数を設定するだけで同じ機能を実現できます。

図3-7-18　 Google タグマネージャでの
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　 数を定義し、その 数をどのページで参 するかを 定することで、トラッキングコードを直接ページに書き
込まなくても会員種 のカスタムディメンションを収集できます。なお、設定したカスタムディメンションやカス
タムメトリクスは、通常のGoogle アナリティクスの解析画面では表 されません。セカンダリディメンションや
カスタムレポートで 定すると表 できます。
　

 
図3-7-19　セカンダリディメンションの

　ここでは、ウェブ解析士協会公式サイトのGoogle アナリティクスで実際に計 しているカスタムディメンショ
ンの を 介します。

1. 会 （ユーザー ）
ユーザーを「 認定」「初級」「上級」「マスター」の4種 に 分して計 しています。 認定はウェブ解析士講
座・ 験に し込んだものの、ウェブ解析士としてまだ合格していない を します。初級は現在のウェブ
解析士が、 名 で初級ウェブ解析士だったため、その名 として 続して名 を利用しています。

図3-7-20　カスタムディメンション「会 」 のデータ

2. （ユーザー ）
したように、Google アナリティクスでも された性 のデータを見ることは可能ですが、このカスタ

ムディメンションでは、講座や 験を し込む際に実際にユーザーが した性 をそのまま保 するため、
入力ミスを けばほぼ100 正 なデータが取得できます。
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図3-7-21　カスタムディメンション「 」のデータの

カスタムディメンションの連携
　カスタムディメンションは、特定のユーザー定義情報を して分析することに活用できます。たとえば、イー
コマースサイトではログインと非ログインユーザーの り分け、BtoBサイトではアクセスする企業の などがあ
ります。カスタムディメンションでは、設定をする 目が4つあります。

1. Index インデックス
値を代入する を 定する。Google アナリティクスの 版では20個まで 可能

2. name インデックス
インデックスする値の名 を 定する

3. Value インデックスの
代入する値を 定する

4. Scope オプションスコープ
レベル1:ユーザー、2:セッション、3:ページ

　たとえば、 のコードをトラッキングコードに 加することで、カスタムディメンションに されるようにな
ります。

ga set  dimension a c

　これは、「dimension3」に「abc」の値を格 するという意 です。Google アナリティクスの管理画面で設定しな
ければ取得できない点に注意してください。タグマネージャーを っても設定できます。
　このように独自に収集するデータを決め、そのデータを含むページで付与することで、取得したデータがGoogle 
アナリティクスと連携されて分析が可能になります。たとえば、会員 IDパスワードを 認する画面で「会員」のよう
なカスタムディメンションを付与すれば、会員・非会員も できます。

カスタムディメンションを利用したサービスとの連携
　「どこどこJP 8」のような IPアドレスの情報を提供している企業のデータと連携を行うと、サイトにアクセスして
いるユーザーの IPアドレスの情報から、どの企業を経由したなどの情報を できるようになります。ユーザー
をより明 にするサービスとして非常に有用なものです。

のイメージ
　Google アナリティクスとの連携には、JavaScriptによるAPIのリクエスト 理が必要です。ページの み込み時
に分析対象ページに導入したJavaScriptがAPIにリクエストを り、JSON 式でデータが されます。データの中
から、 いたい 目をカスタムディメンションにセットしてGoogle アナリティクスと連携させます。

8　https://www.docodoco.jp/
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アクセスユーザー

訪問
アクセスログの
記録・分析

企業データを追加

 
図3-7-22　アクセスログをGoogle アナリティクスに る に どこどこJPのデータを する

カスタム変数を使った「どこどこJP」の導入事例
　ウェブ解析士協会で導入している、どこどこJPの導入 を 介します。

1. 「どこどこJP」のAPIキー
利用登 とサイト連携用APIキーを発行する

2. トラッキングコードの
［Google アナリティクスの管理］ ［プロパティ］ ［トラッキング情報］ ［トラッキングコード］より、
計 するために登 したプロパティのトラッキングコード情報を取得する

3. カスタムディメンション
［Google アナリティクスの管理］ ［プロパティ設定］ ［カスタム定義］ ［カスタムディメンション］よ
り、実際に取得するカスタム 数の登 と名 を設定しておく

 
図3-7-23　カスタムディメンション

4. トラッキングコードの
Google アナリティクスの計 が行われているページで、トラッキングコードの設定を 加する
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トラッキングコードの
< --docodocojp-->
<script type="te t/javascript" src="//api.docodoco.jp/v /docodoco ey= y m d

a a dhon0 d mn e d m " charset="ut - "></script>
<script type="te t/javascript" src="//api.docodoco.jp/docodoco ua plugin .js" 
charset="ut - "></script>

< --data ayer-->
<script>
data ayer.push
 rg ame  : .get rg ame  // rgani ation ame
 rg ame  : .get rg nglish ame  // rgani ation ame n
 nds at  : get nd .get rg ndustrial ategory  

// ndsutrial ategory
 re ame  : .get re ame  // re ame
 ap ode  : get ap .get rg apital ode  // apital ode
 ro ode  : get ross .get rg ross ode  // ross ode
  rg  : .get rg rl  // rgani ation
 event        : docodoco ll  // vent riger

 
</script>

5. データが され Google アナリティクスに される
組織ごとのアクセス、お し込みの数が できるようになり、今後の戦略に役立てられるようになる

 
図3-7-24　 データのカスタムレポートの

　Adobe Analyticsも、どこどこJPやランドスケイプと連携することにより、アクセスされている会社のデータを
同様に できます。

3-7 -12　〈発展〉インタラクション解析の設計
　Google アナリティクスなどに代表される一般的なウェブ解析ツールでは、特に設定をしなくても、デフォルト
でさまざまな種 のデータを計 することが可能です。代表的なものとしては、セッションやページビュー数、直
率などがあります。これらの 標は、どのページが成果を出しているのか、または問題があるのかを発見するた
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めに役に立ちます。ただし、問題がありそうなページを に発見できたとしても、「そのページの が問題だったの
か 」を深 りしていくためには、直 率や 率などの数値だけでは 材 としては不 しています。
　そこで、ぜひ取り入れたいのがインタラクション解析です。インタラクションとは、一般的には、ウェブサイト
やシステム 、そして、それを利用するユーザーの間の「交流」を意 します。たとえば、ウェブサイト からユー
ザーに対して、一方的にコンテンツが するのではなく、ユーザーのサイト内での 動によって、ウェブサイト
の表 やコンテンツが わるというのがインタラクションの一 として げられます。
　インタラクション解析とは、ユーザーのアクション（ 作や行動）に対して、ウェブサイトやシステムが対応した
リアクションを解析することです。トラッキングコードを設 したアクセス解析では取得できない、外部リンクや
バナー画 のクリック、PDFなどのダウンロード、動画 生、ページスクロール、直 ユーザーの 在時間など、
ユーザーがサイト上で行ったさまざまな行動を計 する方法です。
　Google アナリティクスとMatomoでは「イベント」「イベントトラッキング」と びます。なお、アプリゲームの
「イベント」とは なることに注意してください。Adobe Analyticsでは、Propなどを って 定します。
　ユーザーのアクションとしては、 のようなものが げられます。

◦タイミング
 ・ マウスのクリック、スクロール、ホバー、オンマウス、マウスアップ、マウスダウン
 ・ 待ち時間、経 時間、所要時間
 ・ 順
 ・ 発生回数
 ・ 動画 生

◦
 ・ （Google アナリティクスの場合）バーチャルページビュー、イベントトラッキング
 ・ （Adobe Analyticsの場合）ページビュー、リンクトラッキング

◦データ
 ・ （Google アナリティクスの場合）イベントカテゴリー、イベントアクション、イベントラベル、バリュー
 ・ （Adobe Analyticsの場合）Prop、eVar、リスト 数、event

　つまり、インタラクション解析とは、従来の「ページを見た」というページビューによる計 方法だけではなく、
に げたユーザーの 動を計 することを意 します。インタラクション解析によって、ページの中で が行わ
れているかを し、ページ内のコンテンツ改善に活用していきましょう。

Google アナリティクスのイベントによるインタラクション解析の設計
　Google アナリティクスのイベントを中心に設計方法を 介します。イベントでは「カテゴリー」「ラベル」「ア
クション」を決め、与える「値」を決めます。決めた値をウェブサイト上の 定したい行動に 付けて、JavaScript
のコードを して収集します。カスタムディメンションでは管理画面上で定義が必要でしたが、イベントは
JavaScript上の定義がそのまま われます。

◦「カテゴリー」分 したい名 外部リンククリックの 定ならOuterLinkなど
◦「ラベル」個 要 の名 外部リンククリックならリンクのURLなど
◦「アクション」 動の名 外部リンククリックなら linkClickなど

　設計したら、外部リンクのhrefにJavaScriptでイベントとして る値を設定します。
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<a hre =" " on lic ="ga send  event  uter in  lin lic  
 1 "> </a>

　「send」「event」がイベントに る定義で、カテゴリー、アクション、ラベルと続きます。値を加えることもでき
ます。ここでは「1」を 加しています。なお、外部リンクを1つひとつ設定するのは手間なのでタグマネージャーが
利です。

図3-7-25　タグマネージャーでイベントを する

　このタグを、それぞれのアクションに応じて、実行の設定を行います。たとえば、ウェブサイト外へのリンクな
ら、 のようになります。

 
図3-7-26　トリガーを して実 するタイミングを める

　こちらも、タグマネージャーを うと、1つひとつに設定をする必要がなくなり、手間を大幅に できます。
　イベントは、スマートフォンから電 をかけるボタン（「コールトゥアクションボタン」ともいう）やスクロールの
深さを 定するなどにも えます。イベントをコンバージョンとして設定することもでき、サンクスページへの
動がないフォームでは、イベントをコンバージョンとして うケースもあります。
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インタラクション解析の例
　よく われるインタラクション解析の を 介しましょう。

1. 部リンククリック
自社サイトに されている、自社サイト以外のリンクをクリックした数を計 する

◦タイミング
自社ドメイン以外のドメインが含まれたリンクがクリックされたとき。

◦データ
 ・ イベントカテゴリー OuterLink（データを種 するための名 ）
 ・ イベントラベル {{Click URL}}　（クリックした外部サイトのURLが格 される）
 ・ イベントアクション linkClick（リンクをクリックしたことを表す）

2. PDFファイルクリック
PDFファイルへのリンクをクリックした回数を計 する

◦タイミング
URLの 尾が「.pdf」で わっているリンクをクリックした場合

◦データ
 ・ イベントカテゴリー ClickPDF（データを種 するための名 ）
 ・ イベントラベル {{Click URL}}　（クリックしたPDFのURLが格 される）
 ・ イベントアクション linkClick（リンクをクリックしたことを表す）

　Google アナリティクスでインタラクション解析のデータを計 する方法は、大きく分けて2種 あります。1つ
はページのソースコードにデータ収集用タグ（コード）個 に する方法で、もう1つはGoogle タグマネージャを
利用する方法です。イベントやバーチャルページビューで計 したい 目が多い場合は、 者の方法であればソー
スコードを 繁に 加する必要があるため、ミスが発生するリスクが増えます。Google タグマネージャを利用する
と、デバッグモードで事 にデータが収集できているのかのチェックが可能で、なおかつ、どこでどういうイベン
トを計 しているかが一元管理できるため、運用面でも非常に 利です。

3-7 -13　カスタムデータのインポート
　アクセス解析ツールの中には、ウェブサイトから取得したデータだけではなく、自社で保有しているデータをアッ
プロードすることで、データを連 させることが可能なものもあります。「カスタムデータ」とは、このようなアク
セス解析では取得できないデータを し、このデータをインポートし、アクセス解析のデータに関連付けることが
できる機能です。たとえば、 事ページごとの執筆名をURLをキーに関連付けることで、執筆者ごとの ページ
数や 率がわかります。また、広告キャンペーンのインプレッションや費用を、キャンペーン名をキーに関連付
ければ、キャンペーンごとのインプレッションとセッション数、費用を 認できます。
　カスタムデータのインポートは、Google アナリティクス、Adobe Analytics、Matomoのどのツールも対応して
います。

Google アナリティクスでのデータのインポート方法
　Google アナリティクスには「データのインポート」機能があります。インポートしたデータは、カスタム ディメ
ンションやカスタム 標に保 されます。 の種 のデータをアップロードできます。
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◦ユーザーデータ
店舗来訪情報や顧客のライフタイム バリューなどユーザーの行動 歴に加えた、インポートしたメタデータを
解析できます。

◦キャンペーン データ
広告キャンペーンに関連するディメンション（参 元など）をインポートして、 のキャンペーン コードを
、 利用します。

◦ データ
独自の地域を作成、ビジネスに合わせたレポートを作成できます。

◦コンテンツ データ
作成者、公開日、 事カテゴリーなどのコンテンツのメタデータをインポートして、コンテンツの分 に 用
します。

◦ データ
サイズ、 、スタイルなどの商品メタデータをインポートすることで、マーケティングのヒントを得られます。

◦カスタムデータ
上 でサポートしていない、データ セットのインポートをサポートします。

　さらに、 要データのインポートを 用すると、アップロードした 標を集計できます。インポートした 要デー
タは、収集されたすべてのデータの 理と集計が 了してから、 したレポートビューに適用されます。

◦ データ
サードパーティ（Google以外の）広告ネットワークのクリック数、費用、表 回数データを含むことで、広告費
用の全体 を します。

　データインポートは管理画面から行います。エクセルやCSV（カンマ りのテキストデータ）をアップロードし
ます。

ウェブ解析士協会で試みたデータインポートの例
　ウェブ解析士協会では、毎年年 に会員更新と年会費のご案内をメールや で各会員に 付していますが、第
3の方法として各会員にアプローチする手 はないかを していました。その 果、Google アナリティクスの
データインポート機能を用いてリマーケティングリストを作成し、広告で会員更新の案内を行うことにしました。
　まず、ウェブ解析士協会公式サイトでは、マルチデバイス解析で利用することを目的として、ログインをした会
員ユーザーの会員 （WACから始まる8 の ）を取得しています。実際に、会員 はカスタムディメンショ
ンのインデックス1に格 されています。あとはインポートするデータを格 するためのカスタムディメンション
を作成してきます。
　 に、ウェブ解析士協会のデータの準 をします。協会は各会員データをシステムで管理しており、会員データ
には会員 や年会費の決 ステータス（入金 み or 入金）も含まれています。この会員 と決 ステータス
の2つのデータをCSV 式で出力しておきます。
　会員 は、Google アナリティクスとウェブ解析士協会の 方のデータに 在します。この共通のデータであ
る会員 をキーとして、 なるデータ同士を連 させます。
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 Google アナリティクスのデータ 

カスタムディメンション名 会員 年会費
インデックス 1 17

データ

WAC00000001

初期では
データなし

WAC00000002

WAC00000003

WAC99999999

 ウェブ解析士協会の会員データ 

目名 会員 年会費

データ

WAC00000001 入金 み

WAC00000002 入金
WAC00000003 入金

WAC99999999 入金 み

図3-7-27　会 をキーに 部データを ける

　こうしてGoogle アナリティクスにインポートされたデータをもとに、今度はリマーケティングリストを作成しま
す。Google アナリティクス内のユーザー定義で、 ほどインポートした年会費（決 ステータス）の中で、 入金と
なっているデータで 件を り込みます。Google アナリティクスとGoogle 広告が連 みであれば、Google 広
告の画面上からも今回作成したリマーケティングリストが されていることが 認できます。
　この事 は、データインポートが少し しく感じるかもしれませんが、実際はいたってシンプルです。Google ア
ナリティクスでは、Googleが したユーザーの性 や年 層などのデータは取得できますが、実際には100 正
ではありません。このように会員データの会員 IDや性 ・年 のデータがあれば、会員 IDをキーとして、正 な
分析が可能になります。たとえば、お問い合わせ時にお問い合わせ IDを取得しておき、その後、実際に成 につな
がった企業と 付けて、成 した人がウェブ上でどういう行動を取っていたかをあとから分析することも可能です。
　なお、データ・タイプによって、インポートできるデータは なります。データ・タイプを び、キーとなるデー
タを設定することでデータをアップロードできます。
　データインポートも含めて、Google アナリティクスでは個人情報をアップロードすることを しています。
メールアドレス、クレジットカード情報などの個人情報はアップロードしないようにしてください。
　そういったことに注意しながら、まずはシンプルで の少ないデータからチャレンジしてみるとよいでしょう。

3-7 -14　〈発展〉マーケティングオートメーションとSFAの連携
　 今、営業担当者がリード（見込み客）に会うこと自体が に べると非常に しくなっています。顧客は 率的
な購買を行うために、時間を いて営業担当者に会うよりも、インターネット上のコンテンツで情報収集すること
を むようになってきていることも一 です。このトレンドは、今後ますます加速していき、2020年までに購買者
と企業とのコミュニケーションの85 は非対面で行われると されています。 9

マーケティングオートメーションとは
　マーケティングオートメーション（MA）とは、ウェブサイト訪問者の行動に応じたマーケティング施策を実施する

インポート

9　参 Gartner Predicts, Gartner Customer 360 Summit 2011
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ためのプラットフォームです。ウェブサイトへの訪問、メール・広告などへの 応、動画視 などの行動をトラッキ
ングする機能を えています。これに加えて、メールやウェブプッシュの 、フォームや動的コンテンツの
といったマーケティング活動のための機能、レポーティングやスコアリングなど、施策の実行と計 に必要な機能
を有しています。
　MAを うメリットは、ルールやシナリオに った各種マーケティング活動の自動化・ 力化によって、ユーザー
個 に最適化されたデジタルコミュニケーション施策を実現できるという点にあります。たとえば、ウェブフォー
ムから資 求したユーザーに対して、 日個 にフォローメールを り、営業のアポイントを取るという施策を
えてみましょう。一 間に数通ということならマーケティング担当者1人でも対 できますが、100件、200件と
こなすのは大 です。MAであれば、フォームに入力したメールアドレスに対して 日 定のメールを すると
いうルールを設定すれば、あとは一連の流れを自動的に り します。さらに、ウェブサイトの訪問やメールの開
といったユーザー行動をルールに組み込むことも可能です。たとえば、ウェブサイトの 金ページに3回以上訪
問したユーザーだけに 引オファーのメールを り、開 したがコンバージョンしなかったユーザーだけにもう一
度メールを するといった複雑なシナリオを実行することが可能です。こういった情報は、理論上はアクセス解
析によって取得できますが、都度対応することは現実的ではありません。つまり、マーケティングオートメーショ
ンは、「顧客開拓を仕組み化すること」といえます。
　では 体的に、「顧客開拓の仕組み化」とはどのようなものでしょうか。最 的な成 顧客（カスタマー）を計画的
に作り出すこと、すなわち、カスタマーになりうる見込み客の 集団（リード）を作り、その 集団から計画的に「カ
スタマー」を作り出すことです。

MAツール機能
　MAツールには、大まかに表3-7-3のような機能があります。

3-7-3　MAツールの

機能名 要

リード管理 リードのデータベース

リードジェネレーション リードを大 に 得する機能

リードナーチャリング リードとコミュニケーションし、成 度を するとともに、向上させるための機能

リードクオリフィケーション 成 度の高そうなリードを って 出する機能

　1つひとつの機能は、 のマーケティングファネルに
らし合わせれば理解できるでしょう。
　つまり、「リードジェネレーション」で 来のカスタマー
になりうるリードを大 に創出し、それに対して「リード
ナーチャリング」で定期的にリードとコミュニケーション
して購買意 を高め、しかるべきタイミングで「リードク
オリフィケーション」で購買意 の高いリードを び出
し、セールス活動につなげるという一連の作業を「非対面」
で行うということです。これがMAの全体 であり、MA
ツールが えている機能です。なお、「リード管理」は、こ
れらの3つの活動を支える、 純にいえばリードの管理
データベースです。
　「カスタマーの 集団であるリードの を増やしたい」
のか、「 のリードを成 に近づけたい」のかなどで ぶ

成約確度の低いリード

成約確度の高いリード

セールス
対象
リード

リードナーチャリング

リードクオリフィケーション

リードジェネレーション

非対面
(MA)

対面

図3-7-28　ファネル
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べきツールは わってくるので、「MAで がやりたいのか」という目的を えながらツールを ぶとよいでしょう。

SFAとは
　SFA（Sales force Automation）とは、企業内の商談活動を ・可視化するためのプラットフォームです。商談数
や商談の 、電 や訪問などの営業担当者の活動 歴、キャンペーン 算と収益などの情報を集 し、モニタリ
ングや などに 用します。多くの場合、取引 企業や担当者の連 、 品情報といった顧客情報を管理する
機能（CRM）も えます。
　リードナーチャリングサイトの計 の一環として「成 率」や「受注率」などの営業活動のKPIを正 に計 したい
場合、SFAが大きな武器になります。たとえば、展 会で 得した名 と、インターネット広告でコンバージョン
したユーザーのどちらが 得 率がよいのかを したいとします。この場合、商談の開始やユーザー情報の 得
につながったキャンペーン名を しておけば、商談数・成 数・受注金額などをキャンペーン 位で集計し、中長
期的にROIやROASを算出できます。

MAとSFAの連携
　MAとSFAは、それぞれ 体でも利用可能なプラットフォームです。しかし、2つを組み合わせて 用することに
よって、施策の幅が大きく広がります。また、MA・SFAの両方の機能を えるツールも 在します。
　MAとSFAを連携することで、ウェブ上での行動や営業活動などの動的な情報と、見込み顧客に関する静的な情報
をシームレスにつなぎあわせることができます。MAでトラッキングしている情報に顧客情報を け合わせれば、新
規顧客と 顧客で なるシナリオを進行させることが可能です。また、商談相手がウェブ上で特定の行動をとっ
た場合、営業担当者にアラートを出すといったMAのルールを設定すれば、営業活動のさらなる個 化や 率化が
見込めます。
　MAとSFAを連携させる場合、それぞれのツールにおける「顧客」の定義や管理方法が なることに注意しましょ
う。SFAでは、名 や資 求などで 得した「会社名と名 」 位で顧客を管理することが一般的です。一方、MA
はクッキーで顧客を し、トラッキングしています。「SFAに登 されたAさん」と「MAでトラッキングしている
Aさん」をどのように 付けるかが 要です。たとえば、メール 機能があるMAの場合、「Aさん に ったメー
ルから訪問したクッキーの持ち主をAさんと定義する」という え方ができます。しかし、AさんがPCのクッキー
を したのち 度ウェブサイトに訪問しても、MAはクッキーの なるAさんをAさんと認 することはできませ
ん。
　また、MAとSFAの連携においては、 なるツールの連携ではなく、マーケティング活動と営業活動の な理
解と連携が不可 です。お いがそれぞれのツールでどのような活動を行っているかを せずに個 に施策を
実施すると、顧客がチグハグさを感じたり 和感を覚えるといった事 に りかねません。たとえば、営業担当者
がクレーム対応の真っ最中の顧客にパーソナライズされたフランクなメールを ってしまう、あるいは、MAで
られたメールのオファー内容を知らないまま、営業担当者が交 の に座るといった事 が起これば、目も当てら
れない が待っているかもしれません。
　ウェブ解析士という立場からMA・SFA 方を活用するというシーンでは、ウェブとリアルのデータをつなぐだけ
ではなく、部 と部 をつなぐファシリテーション能力も求められます。
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3-7 -15　 システムやデータの の
　ウェブ解析の設計では、 なるデバイスを連携することや、広告の運用価値を高めるためパラメーターで連携す
るなど、ほかの関連システムと連携を説明しました。
　関連システムとの連携は、目的ではなく手 です。ウェブデータとの自動的な連携が実現できれば、 率よく
果的なマーケティングができます。しかし、データ連携にこだわるあまり、多大なコストをかけてしまったり、必
要以上の手間が現場にかかってしまったりしては事業の成果につながりません。データ連携ができなくても、アン
ケートや現場ヒアリングでウェブとほかの との関 を知ることができます。コストとのバランスを し、最
適な手 を してください。
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3-8 コンバージョンを解析するための設計
　コンバージョンは、基本的には設定しなければ取得できないため、事業の成果につなげるためには必ず事 に準
しておかなければならない 標です。目標ごとのコンバージョン取得方法を 介します。

3-8-1　イーコマースサイトのコンバージョンの 集
　イーコマースサイトでは商品を購入してもらうことが目的ですが、コンバージョンとして設定する 目が、本当
にそれだけかを する必要があります。シンプルに購入回数を知るためなら、決 完了後のサンクスページにタ
グを ることで解析も可能です。しかし、商品購入などのコンバージョンとして、もっと かく金額やどんな商品
が売れているのかを（コマースデータ）を 認したい場合もあるでしょう。
　このようなコマースデータをコンバージョンに加える手法としては、解析ツールに売上データなどを一 イン
ポートする方法と、ウェブサイト上のサンクスページに売上データなどをウェブ解析ツールが 定する 式で表
して、 み込ませる方法があります。後者はアフィリエイト広告の成果 定でも われる手法で、ネットショップ
で購買完了ページ（サンクスページ）に購買した商品名や商品金額、ユーザー 性などをトラッキングコードに加え、
それを解析ツールで収集することで実現しています。たとえば、Google アナリティクスでは「eコマース」機能を利
用します。

eコマース機能
　「eコマース」の機能を有 にするには、Google アナリティクスのビューの設定から「eコマースの設定」を有 に
し、サイトにはトラッキングコードを め込む必要があります。この機能を利用することで、イーコマースサイト
の基本的な 目である「購入された商品」「数 」「収益」「 」などが できるようになります。
　販売 を集計するにはとても 利なeコマース機能ですが、データのカウント方法について注意が必要です。
基本的には、商品が購入されたタイミングでカウントされ、自動的にカウントが ることはないため、購入者から
のキャンセルなどが発生した場合、実際の販売数 とGoogle アナリティクス上の数値が一 しないことがありま
す。したがって、実際の受注・販売データと らし合わせながら 認することが必要です。たとえば、Google アナ
リティクスのeコマースでは、 のデータを取り込むことが可能です。

トランザクションデータ、トランザクション ID、アフィリエイション、合計金額、 、 金、
アイテムデータ、個 の商品、商品のカテゴリー、SKU、 価、数

　解析ツールによっては、サイト訪問者がどの程度コンバージョンに 達し、 したかをマーケティングファネ
ルとして表 する機能を えているものもあります。あらかじめ流入や商品 介ページ、 し込みフォームを 定
しておくと 定が可能なので、 せて設定することをお めします。
　また、「 eコマース設定」という機能もあり、さらに かく計 することができます。

拡張eコマース設定
　 eコマースは、「商品 ページ 達」「カート 入」「購入完了ページ」といったコンバージョンに至るまで
のユーザーの行動を商品ごとに収集できます。そのため、商品コードや商品名、カテゴリー、ブランドや などの
目が可 となるため、動的にHTMLを出力する必要があり、設定はかなり複雑になります。
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レンタルカートなどの外部カートの場合の注意点
　「MakeShop」や「カラーミーショップ」などのイーコマースサイトやカート構築サービスはGoogle アナリティク
スのeコマース機能に対応しているので、管理画面で設定することによって計 用のタグの 加ができます。
　ショップとカートを ドメインで運用している場合、 ドメインのショップとカート部分でセッションが れて
しまい、正しく計 できない場合があります。正しく計 するために、 の点を 認してください。

◦「参 元 外リスト」の設定が必要かどうか
◦クロスドメイントラッキング（トラッキングコードのカスタマイズ）の設定が必要かどうか

3-8-2　リードジェネレーションのコンバージョンの 集
　リードジェネレーションでの目的は、リード（見込み顧客）の 得です。 の い方をすると、潜在顧客から見込
み顧客への転 ともいえます。では、 をもって見込顧客の 得（潜在顧客から見込み顧客への転 ）になるのかと
いうと、顧客情報（名 や連 など）の取得です。

リードジェネレーションのコンバージョンの設定
　リードジェネレーションサイトでは、一般に、お問い合わせや見積もり 、資 求などのフォームのサンク
スページをコンバージョンとして設定します。しかし、リードジェネレーションサイトでは、ウェブサイト上のコ
ンバージョンのみでは売上につながりません。コンバージョン後の商談数や受注率も せて 定し、どの程度コン
バージョンが売上に貢献したかを 定する必要があります。これらの商談率や受注率は、営業や接客担当の接客
歴を知る必要もあります。
　また、リードジェネレーションサイトでは、電 での問い合わせ（コールトラッキング）も増えます。ウェブを見
たユーザーが電 をかけたかを する仕組み（電 をウェブで分ける、電 を受けたときに を見て電 し
たかを必ずアンケートするなど）を導入して、ウェブのコンバージョンと せて 定することも 果的です。

コールトラッキング
　スマートフォンの 速な 及によりモバイル向けの広告が成長していく中、Google 広告やYahoo!スポンサード
サーチでも広告経由での電 コンバージョンを計 することができるようになりました。しかし、これらはモバイ
ル で電 をタップすることを 提にしており、PC広告に れたユーザーが電 で問い合わせするケース
などの電 コンバージョンは計 が しいのが現 です。特にリードジェネレーションが目的のBtoB、 護士事務
所、リフォーム業、 科クリニックなど、 度が高いビジネスや地域 型ビジネスにおいては、電 コンバー
ジョンがウェブコンバージョンよりも多い場合があり、広告 果 定の 要 標の1つになります。
　コールトラッキング方法は、電 表 オプションやイベントトラッキングによる「電 ボタンのクリック数計
」、コールトラッキングシステム（電 の受発 に対して顧客の名 、 所、電 、 の通 内容などの
歴情報を電 オペレーターの 用しているPCに表 させるシステム）などがあります。

リードジェネレーションのコンバージョン取得方法
　リードジェネレーションサイトではサンクスページ をコンバージョンとしますが、フォームによってはサン
クスページがなく、同じURLで表 が り わるだけで 完了となるものもあります。その場合は、フォーム
ごとに 完了の画面表 を収集し、コンバージョンとして計 する必要があります。たとえば、WordPressで
よく われるフォームプラグインの「Contact Form 7」の場合、タグマネジメントツールで のときに発生する
「wpcf7mailsent」のJavaScriptのイベントを取得してGoogle アナリティクスのイベントとして計 します。そし
て、このイベントをコンバージョンとして収集します。あるいは、フォームのプラグインを 定することが可能な
ら、「MW MP Form」などのサンクスページを作れるフォームを ぶとよいでしょう。
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3-8-3　メディアサイトのコンバージョン の
　メディアサイトはページビューを増やすことがまず 要となります。さらに目的を 分化すると、 のようなも
のになります。

◦広告収益の 大
◦商品やサービスのブランディング・認知度を高める
◦プロダクトやサービスの理解を深める

ページビュー数のコンバージョンの設計
　ページビュー数を向上させる方法は、SEO、サイト内の
改善、ソーシャルメディアの運用など、多岐に渡ります。
その中でも、運用しているサイトの目標にあったKPIを設
定し、PDCAを回していくことになります。
　メディアサイトでは、もっとも 要な 標であるページ
ビュー数にコンバージョンを設定します。 純に の
数 と べて、ページビュー数の増 で評価を行います。
また、ページビュー数が一定以上あるセッションをコン
バージョンとすることもできます。Google アナリティク
スでは、コンバージョンの種 として、ページ／セッショ
ンを設定できます。

広告収益の拡大を目的とするコンバージョン
　広告の収益を上げるためには、 出を広げることと、ユーザーの広告への関心を高めることが目的です。

◦メールやブログの
メールマガジン、メールニュースやブログの購 数、解 数を 定します。メール システムでは管理画面
で収集できます。

◦ している の
広告掲 の管理システムから 認できます。ここでは、広告掲 の として、Google AdSenseを 介します。
Google AdSenseは、Googleが提供しているクリック報 型広告です。サイトの訪問者が広告をクリックする
だけで、報 が発生します。自社で運用するオウンドメディアなど、ユーザー数が増えてきた場合、Google 
AdSenseの広告を設 すると報 が発生し、マネタイズできるようになります。実際に、アドセンス広告をサ
イトやブログに設 したい場合には、Google AdSenseへの登 （ ）を行う必要があります。登 の流れと
しては、 の二 階になっています。

 ・ 一 個人情報の登 および掲 サイトの
 ・ 二 サイトへアドセンスのコードを め込む

　二 に合格すると、広告設定ができるようになります。管理画面から広告ユニットを作成して、実際に
広告を設定します。Google AdSenseはルールが しい部分もあるので、 の点に注意してください。

図3-8-1　 セッションあたりのページ スクリーンビューを
する
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 ・ Googleのプログラムポリシーに準拠すること
 ・ プライバシーポリシーを すること

また、広告の に関する 事 もあるので、Google AdSenseのサイトの情報も 認しておきましょう。

商品やサービスのブランディング・認知度を高める
キーワード 部リンク SNS
　キーワードの 順位は、Google Search Consoleから 認できます。

図3-8-2　Google Search Console キーワードの

　外部リンク数はアクセス解析でも一部は 認できますが、トラフィックがないリンクではわからないため同じく
Google Search Consoleで べます。

図3-8-3　Google Search Console 部リンク

　SNSからのリンク数は、アクセス解析でソーシャルメディア経由の訪問として 定できます。
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図3-8-4　Google アナリティクス ソーシャルメディアからの

やサービスの での エンジン上のクエリ
　Google Search Consoleでは、 クエリのインプレッションとして 回数（クエリ数）が 認できます。フィ
ルタを って商品名に り込みます。

図3-8-5　Google Search Console クエリを でフィルタ

SNSやブログでのユーザーの （ポジティブ・ネガティブなど）
　ソーシャルリスニングツールを うこともできますが、Twitterや Instagram、Facebookでは、ハッシュタグによ
る で 及数や発 内容を 認できます。

図3-8-6　Twitter ハッシュタグで
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プロダクトやサービスの理解を深める
ページ
　商品ページの 在時間、直 率、 率を 月や 年同月と します。

図3-8-7　 の

　 3-8-7は、ウェブ解析士講座の /course/以下のページを 年同月 で したものです。全国のスケジュール（/
course/wac/schedule/）はユニークページビュー数や 在時間は増えていますが、東京都（/course/wac/schedule/
東京都）はユニークページビュー数も 在時間も 少していることがわかります。

PDFやホワイトペーパーのダウンロード
　ホワイトペーパーは、リードジェネレーションサイトと同様に、ホワイトペーパーダウンロードのサンクスペー
ジをコンバージョンと設定します。PDFのダウンロード 定は、タグマネージャーを 用すると 利です。Google 
アナリティクスとGoogle タグマネージャ の場合、「.pdf」の含むリンクをクリックしたことをイベントとして取得で
きます。

図3-8-8　「.pdf」クリック のための

　 3-8-7のようにGoogle タグマネージャでトリガーを作成し、イベントとしてGoogle アナリティクスに取り込
みます。
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図3-8-9　PDFダウンロードのイベント

　 3-8-9は、 の設定で収集したPDFのダウンロードのイベント数です。コラムのPDF（/column/20276/）のダ
ウンロード数は上昇していますが、ロゴのPDF（/association/logo_dl/）のダウンロード数は 少しています。

　動画の 生時間を 定する方法は複数あります。アクセス解析にデータを る方法もあります（後 ）が、ここで
はYouTubeアナリティクスを った方法を 介します。YouTubeでマイチャネルを作成し、動画をアップロードす
ると、「YouTube Analytics」を利用できるようになります。動画ごとの視 時間や 数などとともに、 した
合を 認できます。

図3-8-10　YouTube Analytics

　たとえば、「2018wac01ver180407」は、ほかの動画に べて平 視 率（Average percentage viewed）が いこ
とがわかります。

リピーター ページ セッション セッション ユーザー
　ユーザーの行動の 化からプロダクト・製品への理解の深度を 定します。Google アナリティクスでは、リピー
ター率、ページ／セッションを 定できます。なお、セッション／ユーザーは「Audience Overview」でも 定でき
ます。
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図3-8-11　Google アナリティクスの「Audience Overview」

　 3-8-11は、半年間のユーザーの情報を 年同月 で しています。全体のPages/Sessionは11.46 増えてリ
ピーター率は 化がないことがわかります。訪問 度・訪問回数は、「Frequency & Recency」で 認できます。

図3-8-12　Google アナリティクスの「Frequency & Recency」

そのほかのメディアサイトモデルのコンバージョンの設計
　ほかにも、コンバージョン設定では 事の後半に「続きを む」といったボタンを設 し、そのボタンのクリック
によってユーザーが み進めたかどうかを ることでコンバージョンと定めたり、動画の 生をコンバージョンと
定めたりできます。また、メディアの 力を ることを目的として、ソーシャルメディアへの を 発するボ
タンを設 し、そのクリックをコンバージョンとする方法も えられます。会員制サイトの場合は、会員への新規
登 完了をコンバージョンと定めることもできます。
　このようなコンバージョンを計 する方法としては、ボタンのクリックをイベントに設定したり、新規登 の場
合は完了画面を設定したりすることで計 可能となります。

3-8-4　〈発展〉サポートサイトのコンバージョン解析の設計
　サポートサイトの目的は、「潜在・見込み客への情報提供」「顧客の問題解決」「サポートコストを 」の3つです。
それぞれのコンバージョン解析の設計を説明します。

潜在・見込み客への情報提供のコンバージョンの設定
　コンバージョンへの貢献を 定します。
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サポートページ でコンバージョンしたセッション
　後 のページの価値を用いることもできますが、FAQページを経由したユーザーがコンバージョンに至った数を
定することもできます。
　Google アナリティクスであれば、たとえば、サポートページ（ここでは /faq/）を経由したユーザーのアドバンス
ドセグメントを作成し、コンバージョンを 認すればわかります。

図3-8-13　FAQを したユーザーをアドバンスドセグメントに

　この 果は 3-8-14に したようになり、FAQページを経由したユーザーのほうがコンバージョン率は高いこと
がわかります。

図3-8-14　FAQページを したユーザーのコンバージョン

サポートページを して ページ（またはその ）を するユーザー
　サポートページ経由して製品情報を見るセッションの増 を 標とします。Google アナリティクスであれば、
シークエンスを作成しサポートページ経由で製品ページを したセッションと製品ページ経由でサポートページ
したセッションをアドバンスドセグメントで作成します。



219改訂第10版

コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
解
析
す
る
た
め
の

計

3

−

8
図3-8-15　サポートページを したユーザーのアドバンスドセグメントを

　増えていれば、製品 へのサポートページの貢献が高くなっていると できます。

図3-8-16　サポートページを したユーザーのコンバージョン

　 3-8-16は年間で見た 果ですが、どちらもCVRは高いものの、FAQと商品ページ 者の貢献はゆるく下がっ
ているようです。もっとコンバージョンにつながるFAQと商品ページの連携が必要と えられます。

サポートページのページの
　メディアサイトと同様に、サポートページのページの価値を 定します。Google アナリティクスでは、Goalに
設定したコンバージョンの売上高やイーコマースの売上高をもとに算出します。
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図3-8-17　「ページの 」として「 上」を する

　この情報から、売上に貢献しているサポートページを知ることができます。

図3-8-18　サポートページの「ページの 」

　たとえば、 月と今月で、サポートページごとの「ページの価値」の 化 でソートすると、「/payment/」という
ページが価値を大きく高めていることがわかります。

顧客の問題解決のコンバージョンの設定
サポートサイトが問題解決に貢献しているか する 標を定義します。

サポートページ ・
　サポートページに設 した満 度に関するボタンやスコアにインタラクション解析を設 することで、ボタンを
された回数やスコアをアクセス解析に し集計します。
　Google アナリティクスの場合は、イベントとしてボタンのクリックを取得します。そのイベントをコンバージョ
ンとします。
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・
　インタラクション解析でスクロール 達率をページごとに 定します。また、動画による説明があれば視 数、
視 時間を 認します。たとえば、Google アナリティクスの場合、Google タグマネージャに組み込まれている「ス
クロール深度」「動画視 」についてのイベントで 定するためのトリガーや 数を利用します。また、Google タグ
マネージャでスクロール 達率を 定する場合は、 数Scroll Depth Thresholdを うように設定することで可能
です。75 や100 まで み込んだところをサポートサイトのコンバージョンとします。

図3-8-20　「スクロール 」で するための

サポートに するアンケート
　ユーザーとのコミュニケーションが可能な場合に、サポートを した会員にNPSなどのアンケートをとること
で満 度を定期的に 定する方法です。Google サーベイを うと、ウェブサイト上で定期的なアンケートをとるこ
とができます。利用は で、作成したアンケートを表 するトラッキングコードをタグマネージャーで設定する
だけです。
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　Google サーベイは、ウェブサイト内にとどまらず広くアンケートを ることも可能です。ただし、その場合は有
になります。サイト内で決められたアンケートを る合には で利用できます。Google フォームやメールによ
るアンケート回 も有 でしょう。

図3-8-22　Google サーベイ

サポートサイトのページでの ・
　サポートページの 率・直 率を 認します。

図3-8-23　 ・ の

　Google アナリティクスの場合は、直 率でソートしたあと、「 」を用いることでページビューが多くて直 率
が高いページでソートできます。その 作を行った 3-8-23から、ウェブ解析士講座を見て直 しているユーザー
が多いことがわかります。内容を 認し、不 分がないかを 認しましょう。
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サポートを めるユーザーのサイト
　サイト内 を って、サポートページに掲 すべきワードにもかかわらず 果の 率が高いワードを見
つけ、コンテンツを強化すべきページ発見に います。サポートページ専用の フォームがない場合は、
ワードからサポートページに関連するワードを見つけ、 が高いワードについて強化を します。

図3-8-24　 ワードごとに「%Search Exits」でソート

　 3-8-24は、Google アナリティクスで ワードごとに「%Search Exits」の増加が高いページをソートしたもの
です。今月は「API 自動化のメリット」「CBT 験 」の が上がっているため、コンテンツ強化の になるか
を します。カスタムレポートを作り、定期的に関 者に するのもよいでしょう。

サポートコストを削減するコンバージョンの設定
　サポートサイトに掲 されているそれぞれのコンテンツは、電 やメールで入ってくる問い合わせのうち、どの
内容の問い合わせに対応するコンテンツなのかを し、 付けておく必要があります。コンテンツと問い合わせ
内容を 付けて管理しておき、コンテンツを した訪問数と問い合わせ数の を 認していきます。たとえば、
電 でのサポートではなくても、サポートサイトでユーザーが自 解決できる 的が な問い合わせがあった
場合、電 での問い合わせ数とサポートサイトの 当コンテンツを した訪問数を 続して 認していきます。
このとき、サポートサイトの 当コンテンツを した訪問数をコンバージョンとします。電 での 当問い合わ
せ数と し、コンバージョンの 率が増えていくような施策を実施します。

が なため い合わせになっている
　FAQから問い合わせフォームに 動した数を 定します。
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図3-8-25　サポートページ でのフォームへの

　 3-8-25は、サポートページ（/faq/）のページを見たセッションで、お問い合わせフォーム（/form/support/）を
したセッションのデータです。このデータから、どのページがお問い合わせにつながっているかを知ることがで
きます。お問い合せにつながってるということは、サポートページの内容では問題が解決していないということで
あり、改善すべきページとなります。

コールセンター ・コールセンターコスト
　電 やメールの問い合わせの件数の増 とかかるコストを算出し、サポートサイトによって できた工数を算
出します。 のような手順で進めます。サポート件数とサポートコストを算出していることが 提となります。

1. 年同月 のサポートに関するメール受 ・受電件数を計上
2. 件数 によるコスト・作業時間の算出
3. サポートサイトのコンテンツ強化ページのコスト算出
4. サポートサイト強化によるサポートコスト 果の算出

　ただし、 節 動やサービスの 更などで一 に計算できません。さまざまな 発要 を加 し、 算値を出し
た上で関 者に共有して合意 成をしてください。サポートサイト強化によるコスト 果を共有できると、そ
の後の改善で大きなプラスになります。

ページビュー が ないページ
　技術の 化や社会情勢の 化によって、サポートサイトの内容を更新する必要がある場合、 持にもコストがか
かります。そこで、サポートサイトのページごとに 件数が ってきたものを中心に 性のないものやサポー
ト対象ではないものを したりまとめたり、アーカイブとして更新対象から外れていることを明 して 持コス
トを下げることも必要です。
　 節 動を えると、ある程度長期間でデータを取り、 年同月 で大幅にページビューが下がっているサポー
トページを中心に します。現在も利用できるコンテンツは 不要ですが、ページの内容が古い場合には
する、更新 を明 するなどの対策で更新対象から外します。
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図3-8-26　ページビュー を「 」でソート

　 3-8-26は、サポートサイトで半年間のPVを 年度と して「 化 」の大きい（ 年と べて大きくPVが下
がっている）ページを一 にしたものですが、この中で今年に入って必要のないFAQページは するかアーカイ
ブの対象にすることを します。

3-8-5　〈発展〉アクティブユーザーモデルのコンバージョン解析の設計
　コンバージョンの 定は、ウェブサイトとスマートフォンアプリでは少し ってきます。ウェブサイト上での加
入 し込みやサービスやコンテンツ購入であれば、 し込み完了や購入完了ページなどが表 されたことでコン
バージョンとします。スマートフォンアプリでのコンバージョンは、アプリをまずダウンロードしてもらわなけれ
ばならないので、「ダウンロード数」も 要な 標になります。また、アクティブユーザー数、アプリ内での課金、
特定のスクリーンに したかなども 標として計 し、毎日アプリを利用してもらう、より多く課金してもらう
ための施策を実施します。
　ダウンロード数などは、iTunes ConnectやGoogle Play Consoleなどから 認し、アクティブユーザー数、アプ
リ内課金情報、エンゲージメント、スクリーン 情報などはSDK（Software Development Kit ソフトウェア開発
キット）をアプリに組み込むことで 定を行います。

ダウンロード数の測定方法
　アプリの場合はダウンロード数も 要なコンバージョンになります。公式アプリであればApp Store Connect内
のApp Analyticsという機能を通して 定ができます。Appユニット数、インストール数として 定できます。

サブスクリプション型の測定方法
　サービスの利用 し込みは課金ということなので、利用 し込み自体がコンバージョンとなります。ウェブサイ
トで提供するサブスクリプション型の場合、 の設定から することになります。

◦新規 し込み件数 し込み画面のサンクスページ表 をコンバージョンに設定
◦解 件数 解 し込み画面のサンクスページ表 をコンバージョンに設定
◦売上高 決 システムの管理画面上の金額を収集

　アプリで提供するサブスクリプションの場合、App Store Connect内で新規 し込み件数、解 件数、課金金額
が表 されます。ウェブサイトで運用するサブスクリプション型のコンバージョンの は、少し工夫が必要で
す。アクセス解析のコンバージョンは基本的にはユーザーの行動に 付けますが、サブスクリプション型の場合
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は、ユーザーが も行動しなくても課金されるためです。そこで、ウェブサイト上でのサブスクリプション型の場
合は、 のような方法を取ります。

◦決 システムの売上、解 、新規 し込み件数を 認、 する
◦サブスクリプション型の売上が発生したときにシステムにMeasurement Protocol（メジャーメントプロトコ
ル）などを ってデータを したり、データインポートを ってデータをアクセス解析ツールにアップロード
したりする

都度課金型の測定方法
　商品やサービス、アイテムなどを購入したタイミングで課金となるため、商品やサービスの購入自体がコンバー
ジョンとなります。
ウェブサイトで提供する都度課金型の場合、イーコマースサイトと同様に、アイテム購入のサンクスページにトラッ
キングコードを設定することで収集できます。アプリの場合は、サブスクリプションと同様に、App Store Connect
内で できます。



第 4 章
インプレッションの解析

あなたは来 のマーケティング会議で、 月のキャンペーン 果の報告をします。アクセス解析で エンジンや
ソーシャルメディアから訪問したセッション数がわかっています。
セッション数が多いということは 果があったのでしょうか 　なぜ
あなたは手が まります。ウェブサイトに訪問する にユーザーが訪れたメディア、 エンジンやソーシャルメ
ディアに 件訪問し、 回見て、 がサイトに来たかがわからなければ、善し しの ができません。さて、あ
なたは を見ればよいのでしょうか
アクセス解析では、ウェブサイト上の行動しかわかりません。キャンペーンの 果を 定するためには、メディアで
の表 に関するデータを知る必要があります。これを「インプレッション」といいます。

第4章では、ウェブサイトに訪問する にユーザーが訪れたメディアの表 回数、インプレッションについて学びます。
インプレッションとは、もともと広告の表 回数を す 葉です。ここではオウンドメディア以外のメディアにおける表
をインプレッションとして学びます。

 「4-1　インプレッションの内容と種 」では、インプレッションの種 と定義の説明をします。インプレッションの
定義はメディアごとに いがあるので、まず理解しましょう。
 「4-2　インプレッションの 定方法」では、メディアごとの 定方法と見るべきツールを説明します。メディアごと
に 定方法とツールが なるため、データを取得すべきツールと数 の意 の いを理解しましょう。
 「4-3　広告 果改善の計画立案」では、主に純広告のインプレッションに関する 標と改善計画の立案方法を解説し
ます。
 「4-4　メールの 果 定方法」では、メール特有の 標や定義を まえ、改善のための注意点を学びます。
 「4-5　広告の目的と種 」では、目的に応じた広告の 果 定の えや、各広告の 出 設定の基 を学びます。
 「4-6　オーガニックサーチにおけるインプレッション」では、広告を いた エンジンのトラフィックについて学
びます。Google Search Console（サーチコンソール）などの見方も含みます。
 「4-7　ソーシャルメディアにおけるリーチ」では、ソーシャルメディアで代表的な表 に関する 標のリーチ、フリ
クエンシーを用いた分析を学びます。
 「4-8　アプリ・動画におけるインプレッション」では、アプリや動画とウェブサイトのインプレッション 標の いを
理解します。

「インプレッション」と一 でいっても、メディア、 定方法、定義で意 がまったく なります。それぞれの原理を理解
して、問題を正しく し、事業目標達成の計画が立案できるようになってください。
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4-1 インプレッションの測定方法
　ここではインプレッションの 定方法と、広告についての 定方法と数 の いについて説明します。

4-1-1　 インプレッション の
　「広告インプレッション数」は、広告を するアドサーバーのログによって計 されます。インプレッションの
計 方法としては、従来の「リクエストベース」に加えて、「OTS（Opportunity To See）ベース」があります。

4-1-1　 インプレッション の

計 方法 説明

リクエストベース アドサーバーへのアドリクエスト回数をインプレッション数としてカウントする方法で、多くの
アドサーバーで 用されている

OTSベース 「よりユーザーの視 に近いところでカウントする」という え方で、実 として「ビーコンカ
ウント」が げられる。ビーコンカウントでは、「ビーコン」（1×1ピクセル透 GIFのリクエス
トなど）を広告に含めて し、アドサーバーはビーコンのリクエスト回数をインプレッション
数としてカウントする

　テレビやラジオでは視 率や 取率、新聞や雑 では発行部数や 率などの 標がありますが、広告表 自体
を計 する 標ではありません。インターネット広告であれば、広告（バナー画 やテキストなど）が 回表 され
たかを計 することで、ユーザーの広告接 をより正 に することが可能です。

オンラインメディアは
計測可能

すべて　画像　ニュース　ショッピング　もっと見る▼　検索ツール

約 168,000 件 （0.46 秒）実際に見られた数値は
計測できない

発行部数

視聴率データ

TV

新聞

図4-1-1　インターネット の

　一方、インターネット広告においても「実際にユーザーが 可能な にあったインプレッション数」は、ビュー
アブルインプレッションとして、より に表 成果を計 することも 要になってきています。

広告のインプレッション数の注意点
　ウェブページ上に広告を表 している場合、ページビュー数と
インプレッション数は なります。なぜなら、ページビュー数は
定対象の「ページを表 した回数」を すのに対して、インプレッ
ション数は 定対象の「広告を表 した回数」を すからです。
　たとえば、あるページの広告 に広告AとBを 等の 合で表
するとします。そのページのページビュー数が5,000である場
合、広告AとBのインプレッション数は、それぞれ2,500ずつと
なります。

図4-1-2　インプレッションとページビューの い

すべて　画像　ニュース　ショッピング　もっと見る▼　検索ツール

約 168,000 件 （0.46 秒）

広告

ウェブ
サーバー

ページ表示リクエスト

ページ表示（ページビュー）

アド
サーバー

広告表示リクエスト

広告表示
（インプレッション）
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広告の測定手法と数字の違い
　広告の成果として売上への貢献を知るためには、パラメーターやコンバージョンの設定を行い、広告のレスポン
ス 果を 定する必要があります。コンバージョンの設定をしない場合、取得できるのはCPMやCPCのみで、売上
への貢献がわからないので、必ず設定してください。

広告出稿

配信数 配信数

広告主
オウンドメディア

広告効果
測定システム媒体メディア

パラメーター パラメーター

メディア
レポート

アドサーバー
レポート

広告効果測定
レポート アクセス解析

アドサーバー

図4-1-3　インターネット の の い

　広告の 果を 定する手法としては、 4-1-3のような方法があります。それぞれ 定タイミングと 定方法が
なるため、取得できるデータも なります。

◦メディアレポート
メディアに広告を表 した時点でカウントするため、すでに していない広告をPCがキャッシュで表 し
た場合はアドサーバーより増えることや、アドサーバーが した広告を表 できなかった場合は ることが
あります。

◦アドサーバーレポート
メディアに広告を した時点でカウントするため、広告がメディアに表 されない場合にメディアレポート
より多くなったり（OTSベースではその は少なくなります）、タグが み込まれる に広告の表 が 了した
場合に、広告 果 定システムより増えることがあります。

◦ システム
広告 果に特化したソリューションです。アドサーバーが する に広告の表 を 了するとアドサー
バーより増えたり、オウンドメディアのアクセス解析のタグが み込まれる にユーザーが すると、アク
セス解析よりも増えることがあります。

　これらのような 定するタイミングの い以外にも、アクセス解析と広告 果 定では 果 定の定義が なる
ため、数値も ってきます。たとえば、Google 広告では特定のキーワードで訪問したあと、自 経由で訪問
してコンバージョンした場合、Google 広告のキーワードの成果としてカウントされますが、Google アナリティク
スなどアクセス解析では自 の成果としてカウントされます。

4-1-2　 の （インプレッション）の
　 果の表 回数は、 エンジンのクローラー管理ツールで 定します。Googleの場合は「Google Search 
Console」で、Bingの場合は「Bing Web マスター ツール」を います。
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検索エンジン 自分のWebサイト

Googleで検索

サーチコンソールを
通じてウェブサイト情報を

登録・連携

分析データ
が蓄積

Googleで検索
　->表示
　->クリック

図4-1-4　Google Search Consoleの み
出 https://webst8.com/blog/google-analytics-searchconsole/#Google_Search_Console-2

アクセス解析との数字の違い
　これらのクローラー管理ツールは、本来はウェブサイトの内容を エンジンに知らせてクローラーを管理する
ツールであり、正 なウェブサイトのトラフィックを 定するソリューションではありません。そのため、 定さ
れる数値は 算値であり、ウェブサイトへのトラフィックを正 に 定する目的のアクセス解析の数値とは なっ
てきます。また、 ワードも、すべての 果がわかるわけではありません。

4-1-3　メール の
　メール広告の計 としては リストの数があり、さらに開 率という 標があります。HTMLメールに 定用
画 のソースを して、開 したときにメールソフトが画 を み込むと、開 したことをサーバーに知らせる
仕組みです。ただし、テキスト 式のメールでは 定できず、HTMLメールでも画 をメールソフトが み込まな
ければ 定できません。

HTMLメール

※HTMLメールには開封計測用画像のソースが記載されている
　<img src=”http://www.severname.com/sapcer.gif”width=”1” height=”1”>

サーバーにある計測用画像を
読み込み計測がなされる

Lorem ipsum dolor sit
consectetuer adipiscingeA
Nunc dapibus tortor vel mi
tincidunt ante vitae massa
Nunc dapibus tortor vel mi

Lorem ipsum dolor sit
consectetuer adipiscinge

 tortor vel me

メール配信

BIG SALEBIG SALE

開封される

図4-1-5　メール の み（HTMLメールの 合）
出 https://www.cuenote.jp/fc/capability/open-mail.html
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4-1-4　ソーシャルメディアの
　ソーシャルメディアのインプレッションは、アカウントの管理画面上から 定できます。ソーシャルメディアの
場合、 したユーザー数として、リーチ数が 定できるメディアもあります。ソーシャルメディアの場合、ウェ
ブサイトと定義が う点とスマホアプリからのアクセスがある点に注意してください。

◦ソーシャルメディアとウェブサイトの の い
ソーシャルメディアでは、クリックを外部リンクのクリックだけではなく、いいね やシェアも含んでいる場
合があります。また、ソーシャルメディアによってセッションの定義やセッションを する時間が うため、
アクセス解析ツールと なる数値になります。

◦スマホアプリからのアクセスへの
ソーシャルメディアはスマートフォンアプリからの訪問も多く、この場合はリファラーがないため、アクセス
解析ツールではソーシャルメディアからの訪問と認 できないケースがあります。そのため、広告や 稿をす
る場合に、パラメーターでアプリ経由でのソーシャルメディアからの 稿であることをアクセス解析で取得で
きる工夫が必要になります。
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4-2 広告効果改善の計画立案
　ここでは、主に純広告におけるインプレッションに関する 標と改善計画の立案方法を 介します。

4-2-1　 の
　ある広告で計 した 果 標に対して、広告の費用や 果について目標達成に必要な数 を求めます。インプ
レッションなどの広告の 標と費用や売上の関 は、 4-3-1のようになっています。

インプレッション

クリック

コンバージョン

Imps 1,000,000
CTR 0.5%

Click 5,000
CVR 0.5%

CV 25
客単価12,000円

CPM 250 円

CPC 50 円

CPA 10,000 円

ROAS 120%
ROI 20%

広告費用 250,000円

売上 300,000円

図4-2-1　 の と や 上の

4-2-2　 の
　各 標が表4-2-1の「現 」であるとき、売上を300,000円から600,000円に 増させるには、広告にはいくら 資
すればよいでしょうか。

4-2-1　 のさまざまな と

現 改善案1

インプレッション 1,000,000 2,000,000

クリック 5,000 10,000

コンバージョン 25 50

売上 ¥300,000 ¥600,000

広告費用 ¥250,000 ¥500,000

CPM ¥250 ¥250

CTR 0.50% 0.50%

CPC ¥50 ¥50

CVR 0.50% 0.50%

CPA ¥10,000 ¥10,000

ROAS 120.00% 120.00%

ROI 20.00% 20.00%
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　改善案1が、広告費に 資するプランです。現 の客 価は12,000円（300,000円 25）、売上目標が600,000円な
ので、50件のコンバージョンがあれば目標を達成できます。CVRは0.5%なので、10,000件のクリックがあれば達成
できそうです。CPC50円、CTR0.5 ということは、広告費用500,000円で2,000,000件のインプレッションを 得で
きれば、目標売上の600,000円を達成できることになります。
　それでは、広告のクリエイティブを改善してクリックされやすくしたり、ウェブサイトを改善したりすることで、
広告費用はそのままで目標売上を達成するには、CTRとCVRは であればよいでしょうか

4-2-2　 のさまざまな と （2）

現 改善案2 改善案3

インプレッション 1,000,000 1,000,000 1,000,000

クリック 5,000 10,000 5,000

コンバージョン 25 50 50

売上 ¥300,000 ¥600,000 ¥600,000

広告費用 ¥250,000 ¥250,000 ¥250,000

CPM ¥250 ¥250 ¥250

CTR 0.50% 1.00% 0.50%

CPC ¥50 ¥50 ¥50

CVR 0.50% 0.50% 1.00%

CPA ¥10,000 ¥5,000 ¥5,000

ROAS 120.00% 240.00% 240.00%

ROI 20.00% 140.00% 140.00%

　改善案2はCTRを改善したプランです。コンバージョンは50件必要なので、CVR0.5 で ると10,000件のクリッ
クが必要です。インプレッションが1,000,000なので、CTRが1.00 あれば達成できます。また、改善案3はCVRを
改善したプランです。クリックは5,000件なので、CVR1.00 なら目標達成できることになります。その 果、ROAS
は240 に、ROIは140 に向上しています。広告に うはずの250,000円が節 できるため、その分を広告クリエ
イティブやウェブサイト改善に 資してもよいですし、広告費は集客する都度支 うことを えると、これらの改
善策のほうが 率がよいという もできます。
　一方で、ウェブサイトを改善したからといって、これらのクリック率やコンバージョンの向上は必ず見込めるも
のではありません。広告のほうが 実に集客できるともいえます。どちらの施策を 用するかは、事業に求められ
る に合わせて する必要があります。

4-2-3　〈発展〉広告費用対効果の改善方法
　広告の費用対 果の改善を えてみましょう。表4-2-3は、あるサイトの現 ですが、ROASが100 以下、ROIも
マイナスになっています。この場合、ROASは100 を、ROIは0 を超えるためには、CPM、CPCはいくらまで下
げる必要があるでしょうか。
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4-2-3　あるサイトの の と

現 改善案1

インプレッション 800,000 800,000

クリック 4,800 4,800

コンバージョン 24 24

売上 ¥360,000 ¥360,000

広告費用 ¥960,000 ¥360,000

CPM ¥1,200 ¥450

CTR 0.60% 0.60%

CPC ¥200 ¥75

CVR 0.50% 0.50%

CPA ¥40,000 ¥15,000

ROAS 37.50% 100.00%

ROI -62.50% 0.00%

客 価 ¥15,000 ¥15,000

　ROAS100 を実現するためには、広告費用を360,000円まで える必要があります。それには、4,800件のクリッ
ク数を得るために、CPCが75円、CPMが450円以下になるような施策をとる必要があります。
　では、売上を伸ばすことを えたら、CVRは にする必要があるでしょうか

4-2-4　あるサイトの の と （2）

現 改善案2 改善案3

インプレッション 800,000 800,000 800,000

クリック 4,800 4,800 4,800

コンバージョン 24 64 48

売上 ¥360,000 ¥960,000 ¥720,000

広告費用 ¥960,000 ¥960,000 ¥720,000

CPM ¥1,200 ¥1,200 ¥900

CTR 0.60% 0.60% 0.60%

CPC ¥200 ¥200 ¥150

CVR 0.50% 1.33% 1.00%

CPA ¥40,000 ¥15,000 ¥15,000

ROAS 37.50% 100.00% 100.00%

ROI -62.50% 0.00% 0.00%

客 価 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000

　改善案2は、CVRをROAS100 まで高める施策です。売上を広告費用と同額の960,000円まで引き上げるには、客
価が15,000円であることを えると、64件のコンバージョンが必要となります。クリック数が4,800件であるた

め、64 4800 0.0133 となり、CVRを1.33 以上に上げなければなりません。
　改善案3は、コスト と売上向上を合わせて行う施策です。たとえば、CVRが1.00 で、売上を720,000円にす
ると、ROASが100 になることがわかります。
　ほかにも客 価を上げるなどの施策がありますが、実 を まえた現実的な計画を立てることが 要です。
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4-2-4　 チャネルごとの広告の指標の最適化
　ここまでは、計算しやすいようにデータを しましたが、実際にはトラフィックはチャネルごとにセッション
数やCVRを 定します。また、広告のコストやインプレッションは広告の管理画面で 認します。
　 のようなアクセス解析の 果（表4-2-5）とPPC広告の 果（表4-2-6）があるとします。

4-2-5　アクセス のデータ

セッション 直 率 コンバージョン CVR 売上
合計 65,000 43.08% 400 0.62% $20,000.00

Organic Search 25,000 40.00% 300 1.20% $15,000.00

Direct 10,000 20.00% 50 0.50% $2,500.00

Paid Search 5,000 60.00% 20 0.40% $1,000.00

Referral 5,000 20.00% 10 0.20% $500.00

Social 10,000 80.00% 10 0.10% $500.00

Display 10,000 40.00% 10 0.10% $500.00

4-2-6　PPC のデータ

インプレッション CTR クリック CPC 広告費用 コンバージョン

合計 4,500,000 0.33% 15,000 $0.67 $10,000.00 30

Paid Search 500,000 1.00% 5,000 $1.00 $5,000.00 20

Display 4,000,000 0.25% 10,000 $0.50 $5,000.00 10

　ここで、「Organic Search」は広告を いた エンジンからのトラフィック、「Direct」はノーリファラー、「Paid 
Search」は エンジンの広告、「Referral」はそのほかのリファラーから、「Social」はソーシャルメディアから、
「Display」はディスプレイ広告からの訪問を表しています。
　このとき、売上合計を$20,000から$25,000にするには、広告の 算をどのように増やせばよいでしょうか。ある
いは、CVRをどう上げればよいでしょうか。
　Paid Search（広告）の費用の 更で売上を$5,000増やすことを えると、それぞれ のようになります。

4-2-7　Paid Searchの で す

セッション 直 率 コンバージョン CVR 売上
合計 90,000 31.11% 500 0.56% $25,000.00

Organic Search 25,000 40.00% 300 1.20% $15,000.00

Direct 10,000 20.00% 50 0.50% $2,500.00

Paid Search 30,000 50.00% 120 0.40% $6,000.00

Referral 5,000 20.00% 10 0.20% $500.00

Social 10,000 80.00% 10 0.10% $500.00

Display 10,000 40.00% 10 0.10% $500.00
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4-2-8　Paid Searchの で すPPC の

インプレッション CTR クリック CPC 広告費用 コンバージョン

合計 7,000,000 0.57% 40,000 $0.88 $35,000.00 30

Paid Search 3,000,000 1.00% 30,000 $1.00 $30,000.00 20

Display 4,000,000 0.25% 10,000 $0.50 $5,000.00 10

　Paid Searchの広告費用を$25,000増やし、合計で$30,000 入すれば目標達成できそうです。
　あるいは、Paid SearchのCVRを高めるような施策であれば、 のようになります。

4-2-9　CVRを高めて す

セッション 直 率 コンバージョン CVR 売上

合計 65,000 43.08% 500 0.77% $25,000.00

Organic Search 25,000 40.00% 300 1.20% $15,000.00

Direct 10,000 20.00% 50 0.50% $2,500.00

Paid Search 5,000 60.00% 120 2.40% $6,000.00

Referral 5,000 20.00% 10 0.20% $500.00

Social 10,000 80.00% 10 0.10% $500.00

Display 10,000 40.00% 10 0.10% $500.00

4-2-10　CVRを高める で す

インプレッション CTR クリック CPC 広告費用 コンバージョン

合計 4,500,000 0.33% 15,000 $0.67 $10,000.00 130

Paid Search 500,000 1.00% 5,000 $1.00 $5,000.00 120

Display 4,000,000 0.25% 10,000 $0.50 $5,000.00 10

　この表からは、Paid SearchのCVRを2%高めて2.4 にすれば目標を達成できそうであることが み取れます。
　これら以外にも、DisplayのCVRを1.10 にする、広告費用を$55,000にするといった方法もあります。それぞれ
の広告の を見て、もっとも可能性が高く、費用対 果のよい方法を ぶことになります。
　また、ROASを えると、この広告の費用対 果が いため、根本的な見直しをする必要があるかもしれません。
　実際には、チャネルごとのセッションやCVRを 認しながら 算を決めていきます。
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4-3 〈発展〉メールの効果測定方法

　メールを活用したマーケティングは従来からあり、ソーシャルメディアやメッセンジャーが 及した今でも
要なプロモーション方法の1つです。日本では「メルマガ」と ぶことも多いですが、海外では目的によって「eDM」
「メールニュース」と ばれています。メールマーケティングの には、外部のメディアの購 者を にす
る方法と、オウンドメディアや顧客リストなどのすでに接点を持っている人に する方法があります。

4-3-1　メールマーケティングの種類
　メールマーケティングには、 の4つの種 があります。複数の手法を組み合わせることもあります。

4-3-1　メールマーケティングの

方法の名 説明
一斉型 リスト全員に するもっともシンプルな手法
ターゲティング リスト登 時のユーザーのデモグラフィック 性（年 ・職業など）や行動 性（リピーター・購入

者）でセグメントして する手法
ステップ型 登 すると、自動的にあらかじめ決められた内容をあらかじめ決められた間 で する手法
シナリオ型 ステップ型を進化させた手法で、ユーザーの行動（開 ・クリック）に合わせて するメールを

える手法

　一斉型の場合、関心が いユーザーが購 を解 したり、 メールに入れたりする可能性があります。できる
りユーザーに合わせたメールを るようにしてください。

メールの配信とトラッキングの注意点
　メール では、必ずオプトアウト（購 解 ）する方法および受 メールアドレスを 更する方法を提 します。
広告を目的としたメールを一斉 するときには、オプトインを行うことが原則です。名 交 などですでに知り
合いであったとしても、メール では 付してよいかの 可を得るのが望ましいとされています。
　また、メールのトラッキングのため開 やユーザーごとの行動を するときには、必ずメールの 尾にユーザー
の行動の取得方法、種 、利用目的、保 期間が参 できるページヘの 導を行います。

4-3-2　メールマーケティングの指標
　メールマーケティングでは、 数を軸とした表4-3-2のような 標の 定を行います。
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4-3-2　メールマーケティングの な

標 説明
リスト数 するメールの件数
不達率（バウンス率） したメールのうち、 かなかったメールの 合
数 リスト数から不達数を引いた数。メールが実際にユーザーに いた数のこと

スパム率 したメールのうち、 メールになった 合
達数 数からスパム数を引いた数。ユーザーの受 フォルダーに入った数のこと
開 率 達したメールのうち、ユーザーが開 した 合
クリック率 達したメールのうち、リンクをクリックして訪問した 合
コンバージョン率 クリックしたユーザーのうち、コンバージョンに至った 合
解 率 メールの購 を解 した 合。（解 数 リスト数）で算出する
レピュテーションスコア するメールサーバーの 度を す 標

　実際にはメール システムやアクセス解析ツールによって なりますが、このような定義を用いることが一般
的です。

4-3-3　アクセス解析でメールの開封を計測する
　アクセス解析でも、HTMLメールに画 を り付けることで、メールの開 を 定することが可能です。たとえ
ば、Google アナリティクスでは、イベント（後 ）を い、メールに画 に見せかけたソースを り付け、メジャー
メントプロトコル（measurement protocol）で設定します。 体的には、HTMLメールを作り、 のようなソースを
設定して り付けます（トラッキング IDやcidは各自設定）。

img src="http:// .google-analytics.com/collect v=1 tid= - - cid= 0
1 0 0 1.0 000001 t=event ec=email ea=open el=mailne s 01 0 0 " /
v 1
tid oogle 
cid
t event pagevie
ec email
ea open
el

　このメジャーメントプロトコルは、必要な値をHTTPリクエストとして すれば、Google アナリティクスの解
析サーバーにデータが られます。メールの場合、画 ファイルの 式で設 して、その画 を み込むことで
データが られます。ユーザーが画 を み込まなければ 定できない点に注意してください。
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4-3-4　メールマーケティングの基本的考え方
　メールのマーケティングでは、 4-3-1のようなフェーズに分かれています。

リスト リスト数 100,000件
不達率 10%

配信数 90,000件
スパム率 20%配信

到達

リスト数 100,000件

到達数 72,000件
開封率 20%

開封 開封数 14,400件
クリック率 10％

閲覧 セッション数1,440
CVR 5%

コンバージョン 72件72件

大まかな分析 フェーズ別の分析

図4-3-1　メールマーケティングの れと

◦リスト メールはリストを って し、不達にならなければ されます。
◦ されたメールは、 メールと 定されなければ、受 フォルダーに きます。
◦ 達したメールのうち、開 されると、 されたと します。
◦ したユーザーが、本文のリンクをクリックすると、サイトを訪問します。
◦コンバージョン サイトを訪問したユーザーが、成果（ゴール）に び付くことです。

　 4-3-1では れていませんが、メールマガジンは解 されると、その数だけリスト数が 少します。この「解
率」も 要です。
　なお、メール ツールで 定するコンバージョン率（CVR）は、 の計算式を うことが一般的です。

メールマーケティングのCVR（ ）（コンバージョン メール ） 100

　この「メールマーケティングのCVR」は、アクセス解析のCVRと なる点に注意してください。たとえば、 のよ
うなメールマーケティングで見てみましょう。コンバージョンを108件にするため、3つの改善案を えています。
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4-3-3　あるメールマーケティングの と

現 改善案1 改善案2 改善案3

リスト 100,000 150,000 100,000 100,000

数 90,000 135,000 90,000 90,000

達数 72,000 108,000 72,000 72,000

開 数 14,400 21,600 21,600 14,400

クリック数 1,440 2,160 2,160 2,160

コンバージョン数 72 108 108 108

不達率 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

スパム率 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

開 率 20.00% 20.00% 30.00% 20.00%

クリック率 10.00% 10.00% 10.00% 15.00%

コンバージョン率 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

メールマーケティング
のコンバージョン率 0.10% 0.10% 0.15% 0.15%

　コンバージョンの目標である 108 件から 算すると、改善案1では、リストを50,000件増やして150,000件にする
ことで目標達成を見込んでいます。改善案2のように、開 率を10 向上させて30 にすることでも達成できそう
です。開 したくなるような件名にしたり、常に開 するメリットのあるメールにしたりするなど、開 率を高め
ます。改善案3は、クリック率を15 にするという施策です。メール本文でリンクをわかりやすく表現したり、リン
クをクリックするメリットを伝えたりすることで、クリック率を高めます。

レピュテーション
　不達率やスパム率は、 サーバーの「レピュテーション」1が します。不達メールや メールとしての通
報が多い サーバーからの は、レピュテーションスコアが下がり、受 メーラーや受 システムで受 を
したり、 メールと 定したりします。レピュテーションスコアには複数のシステムがあり、評価方法も い
ます。レピュテーションスコアは一度下がると には上がらないため、大 のメールを する場合には注意が
必要です。

4-3-5　メールマーケティングの指標による改善ポイントの確認
　フェーズごとに、メールマーケティングの 果を改善するために 認すべき 標と改善する方法を 介しておき
ましょう。

1. リストを やす
リスト数を増やして 数を増やします。 のようにして、月 で 認することもあります。

リスト 長 （（リスト ） リスト ） 100

1　Reputation「評 」の意 で、電子メールの発 元やウェブサイトの 性を る仕組みのことです。
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2. を やす
数を増やすためには不達率を下げる必要があります。不達率が高いメールを大 に しているサー

バーのレピュテーションスコアが下がります。不達になるメールは速やかに修正あるいは します。
3. を やす

達数を増やすには、スパム率を下げる必要があります。スパム（ メール）の はメーラーとメール受
のシステムで します。その もレピュテーションスコアに するため、スパム 定されるような相
手にメール をしないように注意します。ターゲティングをするか、リストから 外してください。

4. を上げる
メールを開 するかどうかの の多くは、メールのタイトルあるいはメールの上部の本文で行われるため、
その内容を目立たせ、開 する動機を与えることが 要です。メールタイトルをわかりやすくしたり を付
けたり、要件や名 を含めて受 者に関 があることを伝えるなどがあります。ただし、 理なタイトルはス
パムになるリスクが高くなるため けます。

5. クリック を上げる
メール本文が 力的であり、リンクがわかりやすく、クリックする動機を与えているかが 要となります。
HTMLメール（ウェブサイトのようにHTML・画 ・動画で表現したメール）にして、内容を 力的にする方法も
あります。しかし、多くのメーラーは画 のダウンロードの 可をユーザーに求めるため、HTMLメールにす
るデメリットもある点に注意します。

6. コンバージョン を上げる
コンバージョンは、ターゲット、メール本文、リンクとリンク のコンテンツの関 で決まります。それぞれ
がコンバージョンと関連性を持っているかを 認してください。コンバージョン率が いのは、リンク のコ
ンテンツや商品の問題かもしれません。合わせて 認してください。
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4-4 広告の目的と種類
　広告出稿する には、さまざまな目的があります。コンバージョン 得 視の 、ブランド認知を高めるこ
とを目的としたエンゲージメント 視の などが げられます。それぞれの目標に適した運用を行い、役 を明
にしましょう。

4-4-1　 の から ・ を える
　広告出稿 に目標を明 にし、ターゲット層とインターネット広告による 果を理解した上で、成果に び付く
メディアプランを設計し、広告メニューを 定、 果 していくことが必要です。 すべき 果には、 のよ
うなものがあります。

4-4-1　 に する と

果 意 標
インプレッション 果 広告を見たユーザーが、商品やブランドを認知した

り、 意を いたりし、その後の消費行動に を及
ぼす間接的な広告 果

インプレッション、エンゲージメント

トラフィック 果 広告を見せて、サイトやランディングページへ 導す
る 果

CTR、CPC

レスポンス 果 広告を見たユーザーが、資 求や し込み、商品購
入を行うなど、直接的な行動を促す広告 果

CV、CVR、CPA、売上、ROAS

　どのような目的においても、広告が表 されないことには始まりません。インプレッション（広告表 ）を軸に広
告の最適化について えてみましょう。 連動型広告のように、ユーザーがその場で必要としている情報とマッ
チさせるようなレスポンス型の広告では「フリークエンシー」は 要視されません。フリークエンシーとは、広告の
接 度（ある広告を1人の人が 回見たか（回数））ということです。一方、 連動広告以外の広告（ディスプレイ
広告、ソーシャルメディア広告など）では、プロモーションやキャンペーンに応じてフリークエンシーやリーチをコ
ントロールすることで、広告 果を高められる場合もあります。リーチとは、広告を見た人（ある広告が 人に見ら
れたか）を します。
　どの広告も、すべての 果が高いわけではありません。目的に合わせて 定し、目的に合わせて評価しなければ、
どのような広告も「 」となります。

4-4-2　リーチとフリークエンシーによるインプレッションの
　フリークエンシーが多いとユーザーへの 出が増えて認知は高まりますが、多すぎるとユーザーに きられたり
がられたりする可能性が高まります。フリークエンシーとクリック率、コンバージョン数を し、フリークエ

ンシーに対してこれらの情報が下がるタイミングがあればフリークエンシーの制御を行い、 なインプレッショ
ンを えます。
　こういった場合、 度も同じユーザーに 出することを制御する「フリークエンシーキャップ」を用いて 度な
出を 制できます。また、Facebookでは、リーチ＆フリークエンシー 設定をすることで、5日間に2回表 しない
ようにするなど、フリークエンシーの 度を制御できます。
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図4-4-1　Facebookのリーチ フリークエンシー

　 い えれば、フリークエンシーを下げることでリーチを伸ばすことができ、より多くの人に 出することが可
能になるということです。

4-4-3　ターゲット によるインプレッションの
　リーチやフリークエンシーの をしてもインプレッションが多すぎる場合や少なすぎる場合は、ターゲット設
定による戦略 更が必要です。 果から費用対 果を見て、広告インプレションの増加・ 制ポイントを
しましょう。たとえば、時間 、 日、地域 、デバイス などがポイントとして げられます。 によっては、
外するということも えてみましょう。
　また、十分なデータがある場合、広告媒体によっては自動的にインプレッションを増加・ 制する機能があるの
で、積 的に活用しましょう。

4-4-4　ディスプレイ の
　ターゲットは、「オーディエンスターゲティング」と「コンテンツターゲティング」の を広げたり めたりします。
　Google広告の場合で説明していきましょう。

オーディエンスターゲティング
　ユーザーに合わせて広告 を制御する方法です。アフィニティカテゴリーは関心が高い層、インテントカテゴ
リーは購買意 が高い層を します。

4-4-2　Google のオーディエンスターゲティング

オーディエンス の種
ユーザーの興 ・関心・習 テクノロジーやスポーツなど（アフィニティカテゴリー）から、ユーザーの興 ・関心・習

で制御する方法。Googleがユーザーの広告 行動などから 察する。カスタムア
フィニティカテゴリーを利用すると、独自の 件も設定できる

ユーザーが積 的に べて
いる情報や計画しているプ
ラン

アパレル・アクセサリーなど（インテントカテゴリー）や っているキーワードから、購買
意 の高いユーザーに広告を表 する方法。独自のカスタムインテントオーディエンス
を設定することもできる

ユーザーがお客様のビジネ
スを利用した方法

ウェブサイトの訪問や自社のYouTubeチャンネルを したユーザー、 作成した
ユーザーリストやそのリストに したユーザーなどを組み合わせ、表 するユーザー
を決めて広告を表 する方法

ユーザー 性 男 ・年 ・家 構成・ 収入により広告 を制御する方法
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図4-4-2　Google で のアフィニティカテゴリーを する

　オーディエンスターゲティングではターゲットを広げ、 回数を増やせば 算の 内でインプレッションを
増やせますが、CPCやCPAなどの広告 果は下がります。ターゲットをしっかりセグメントし、しつこく思わせな
い で することです。この手法はもともとターゲットを ることで広告 果を高めるものです。しかし、コ
ンバージョン数が げないからといって、オーディエンスターゲティングのキャンペーン数を増やしたり を広
げたりすると、その目的を見 ってしまうということに注意してください。

コンテンツターゲティング
　 するウェブサイトのコンテンツの内容で表 を制御する方法です。

4-4-3　Google のコンテンツターゲティング

コンテンツ の種
キーワード コンテンツに 当するキーワードが含まれているウェブサイト広告の表 を制御する方法。

オーディエンスが利用しているキーワードも含めて広告を 出する制御もできる
トピック GoogleはカテゴリーごとにGDN をするウェブサイトを分 しており、このカテゴリーを

定して広告を 出する方法。カテゴリーによっては 分化された もできる

プレースメント ウェブサイトやYouTubeやアプリを個 に 定して広告を する方法。URLなどの情報を
入力する。かなり り込んだ広告 なので、自動ターゲット設定などの設定を行うと
が広がってしまうため、キャンペーンでは用いないようにする

図4-4-3　Google でターゲットを する
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　インプレッションが少なすぎる場合は、ターゲティングの を 大したり、 出の大きいターゲットを個 に
設定し、さらに 出するように 価を上げるといった方法があります。ただし、オーディエンスターゲティングと
同様に、こちらも を広げれば、インプレッションは増えても 率が 化します。
　コンテンツターゲティングは、上手に運用できれば、 エンジン連動型広告よりもよいパフォーマンスで運用
することが可能です。なぜなら、CPMやCPCが エンジン連動型広告よりもよいことが多いためです。ただし、
キャンペーンの性 が なるので、 連動型広告とは分けて運用する必要があります。そして、ターゲットを
え、コンテンツに合わせたクリエイティブとキャンペーンを することが 果を高めます。

4-4-5　 エンジン の
　キーワードの入 価、マッチタイプ（広告表 の 件）の設定によりインプレッションのコントロールが可能で
す。広告媒体のレポート 果からキーワードパフォーマンスを見て、 大・ 小の をしましょう。

4-4-4　マッチタイプと （「ウェブ 」の 合）

マッチタイプ 説明
 完全一
[ウェブ 資格 ]

ユーザーの クエリが、登 したキーワードと完全に一 、もし
くはその パターンに 当する場合に、広告表 の になる。

パターンには、語順は なるものの意 が同じ 語 や、
や接続 といった の意 に しない機能語の有 が な

る クエリも含まれる。関心が高いユーザーに って広告表
させることができるが、広告のインプレッションは られる

ウェブ   資格、ウェブの資
格、資格 ウェブ

フレーズ一
"ウェブ 資格 "

ユーザーの クエリが、登 したキーワードと同じ語順のフレー
ズやその パターンに当たるフレーズの場合、広告表 の
になる。完全一 ほどターゲットを り込むことなく、関心が高い
ユーザーに広告のインプレッションを増やすことが可能

ウェブ   資格、ウェブ   資格   
おすすめ、人気   ウェブ   資
格、web 資格 人気

部分一
ウェブ 資格

ユーザーの クエリが、登 したキーワードと関連性が高い場合
（ 義語、 、表 のゆれを含む）、広告表 の になる。多く
のユーザーに対して広告のインプレッションが期待できるが、目的
と なる クエリに対しても広告が表 される場合がある

ウェブ系   資格、インター
ネット   資格、資格の学校

り込み部分一
ウェブ +資格

ユーザーの クエリが、 り込み 定したキーワードに含まれる
場合に、広告表 の対象となる。 定したキーワードの表 ゆれも
掲 対象となるが、 義語は掲 対象にならない。特定の ク
エリを り込みながら、多くのユーザーに対して広告のインプレッ
ションを増やすことが期待できる

インターネット 資格、ウェ
ブ 資格

　また、 外キーワードを設定すると、 クエリに 外キーワードとして 定した語 が含まれている場合には
広告を表 させないようにできます。この 外キーワードをうまく活用すれば、関連性の いキーワードでの表
を け、 なクリックを 制できます。
　一方で、キーワードにおけるマッチタイプを広げて部分一 にしたり、入 価を上げたりしても、インプレッ
ション数が増えない場合はどうすればよいのでしょうか。こういったことは、商品名やサービス名などの 有名
における入 でしばしば起きます。このようなキーワードはユーザーが 名していることもあり、広告コストも
く（トラフィック 果が高い）、コンバージョンにもつながりやすい（レスポンス 果も高い）のですが、コンバージョ
ン数も伸び んでしまいます。そのため、ユーザーがもっとこのキーワードで したくなるように、キーワード
の認知度を上げる必要があります。純広告やソーシャルメディア広告などで 出を高め、複数のメディアを って
インプレッション 果を高めることが必要です。
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4-4-6 　ソーシャルメディア の
　ソーシャルメディア広告は、メディアごとに特 があります。

Facebook広告とInstagram広告
　Facebook広告は、 の組み合わせで利用します。

◦広告の目的
◦広告のフォーマット
◦ するオーディエンス
◦ するメディア

　すべてのFacebook広告で画 が必要です。 広告は広告主のFacebookページから直接作成する方法と、
Facebookの広告ツールの広告マネージャかビジネスマネージャを 用して作成する方法があります。

の
　広告の目的とは、ユーザーに実行してもらいたいアクションのことです。ビジネスの 階に合った目的を びま
す。

4-4-5　Facebook の

目的
認知 製品やサービスに関心を持ってもらうこと ・ブランドの認知度向上

・リーチ

サイトやアプリに 導したり、ビジネスを知ってもらうこと ・トラフィック
・アプリのインストール
・エンゲージメント
・動画の 生数増加
・リード 得
・メッセージ

コンバージョン 製品やサービスを購入または利用してもらうこと ・カタログからの販売
・来店数の増加

のフォーマットの
　広告のフォーマットには、表4-4-6のような種 があります。目的に合わせて最適と思われるものを します。
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4-4-6　Facebook のフォーマット

画 広告 「ブランドの認知度向上」「エンゲージメント」「リーチ」「来店数の増加」といった目的に利用す
る。 体の画 のほかに、カルーセル、コレクション、スライドショー、インスタントエクス
ペリエンスにも える。画 内にテキストを うこともできるが、文 の領域が多すぎると
が通らないので、全体の20%を目安にする

動画広告 「リーチの 大」「エンゲージメントの増加」「動画の 生数増加」「コンバージョンの増加」が目
的である場合に適している。Facebookと Instagramに掲 できる。広告主のFacebookページ
から直接作成する方法と、Facebookの広告ツールの広告マネージャかビジネスマネージャを
用して作成する方法がある

カルーセル広告 複数の画 ・動画が自動的にスライドする広告。1つの広告で最大10件の画 や動画を表 し、
それぞれに のリンクを付与できる。「ブランドの認知度向上」「コンバージョン」「リーチ」「来
店数の増加」「トラフィック」などの目的で利用する

スライドショー広告 すべての広告の目的に 用できる。 この 式では、複数の画 や動画、テキスト、音 を組み
合わせてターゲット層の関心を高め、ストーリーを伝えることができる

コレクション広告 動画やスライドショー、画 に、カタログから取得した製品画 を組み合わせる。商品の販売
をFacebook上で行うことも可能。「トラフィック」「コンバージョン」「来店数の増加」「カタロ
グでの販売」の目的に利用できる

インスタントエクス
ペリエンス広告

カルーセル、シングル画 、シングル動画、スライドショー、コレクションといった、すべて
のFacebook広告フォーマットで 用できる。 モバイル専用の広告で、iOSとAndroidで 用で
きる

するオーディエンス
　Facebookでは する広告セットにオーディエンスを 定します。 の3種 があります。

4-4-7　Facebook のオーディエンス

コアオーディエンス 年 、地域、性 、学歴、 関心などのオーディエンスの 性の情報
カスタムオーディエンス オウンドメディアの訪問や、オーディエンスのデータ（メールアドレスなど）とFacebookの

ユーザーデータをマッチングさせたオーディエンス

オーディエンス カスタムオーディエンスで定めたりFacebookページにいいね しているユーザーなどに
したオーディエンス

　Facebookは実名登 のため、オーディエンスの 度は高くなっているようです。オーディエンス数は（あくまで
も目安ですが）40 2,000万人程度が、中小規模の 資なら適正な規模のようです。
　また、 オーディエンスの 度も高いので、コアオーディエンスやカスタムオーディエンスで作成したオーディ
エンスを オーディエンスで すると、より高い 果が見込めます。ただし、広げすぎると 度も ちるため、
4%以下程度が適 でしょう。

するメディア Instagram を中 に
　 するメディアとして、FacebookとFacebook Messenger、提携しているAudience Networkに できます
が、特に Instagramについて解説します。
　Instagramも、Facebook広告が「 するメディアの1つ」ですが、Facebookとは なる われ方をしているた
め、いくつかのポイントに気をつけると有 に活用できます。なお、Instagram広告では、Facebook広告の画 広
告、動画広告、カルーセル広告、ストーリーズ広告が利用できます。「ストーリーズ」は、 真や動画を 長のフル
スクリーンでユーザーが 稿できる 式で、24時間が経 すると自動的に消えるという仕様（ライブ は直後に
消えます）です。ストーリーズ広告は、ストーリーズと同様のフォーマットで作成し、 稿の1つとして される
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広告です。
　さらに活用したいのはハッシュタグです。Instagramではハッシュタグを用いてユーザーが情報をタグ付けし、共
有しています。広告 のときもハッシュタグを用いることで、ユーザーの やシェアを期待できます。特に製
品やサービスに関するハッシュタグが活用できます。ただし、ハッシュタグの 果に広告が掲 されることは
ないので参 程度に利用してください。

Facebook や Instagram のインプレッションが い 合の
　Facebook広告のインプレッションが い場合には、 のような原 が えられます。

◦クリエイティブの品 が い
画 が必 である広告であるため、クオリティが ければ 果は上がりません。 材を準 したり、クオリ
ティの高いクリエイティブを作成します。

◦入 価や 算上 が い
キャンペーンの入 価やキャンペーンやアカウントの 算上 が すぎる場合、アカウントの 算を上げる
か、自動入 オプションなどを いインプレッションが高くなるかを 認してみましょう。

◦オーディエンスがオーバーラップしている
キャンペーン同士のオーディエンスターゲットが 複していると、 果が上がりません。オーディエンスオー
バーラップツールを って 認しましょう。

Twitter広告
　ほかの広告と べて、キャンペーンごとに広告出稿ができるため、 速な が可能です。また、ほかの広告に
べて が早いといわれています。Facebookと同様に、目的に合わせて広告手法とターゲットを決めていく方

法もありますが、オートプロモートという月額 定のサービスもあります。

オートプロモート
　月額 定 (9,900円 )でターゲットに する、運用が不要なキャンペーンです。毎日最初の10ツイート（クオリ
ティフィルターを通 したもの）がプロモツイートキャンペーンに 加され、ターゲティング対象に んでおいた
オーディエンスに されます。プロモーションされたツイートはTwitter広告となります。リツイートや引用ツ
イート、 はプロモーションされません。
　フォロワー 得のためのプロモアカウントキャンペーンも実施されます。平 的には、月間30,000アカウントへ
の 加リーチ、および30人の新規フォロワー 得が1つの目安となります。Twitterでの 稿をしているならば、広
告運用に手間をかけない方法の1つです。
　それ以外の場合は広告の設定をする必要があります。まず広告目的から定めます。

の
　目的 に、最適な 方法を します。
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4-4-8　Twitter の

広告の目的 説明
アプリインストール数を増やす アプリをインストールしそうなオーディエンスにツイートをプロモーショ

ンする

フォロワーの 得 アカウントをプロモーションして、フォロワーを 得する
エンゲージメントの 得 ツイートをプロモーションしてエンゲージメントを 得することが目的。

ブランドイメージが高まり、オフラインでの販売増加を目 す

GIFやビデオの視 を増やす 動画を する。動画はスクロール時に自動 生され、タップやクリックを
促す

ウェブサイトへの 導またはコンバー
ジョンを増やす

ウェブサイトに訪問を促す

アプリの起動回数を増やす アプリを起動しそうなツイートをプロモーションする。すでにアプリを利
用しているユーザーに起動を促すことが目的

インストリーム動画 生数（プレロール） ほかの人気の動画の に動画を （プレロール）する広告
ブランド認知度の向上 ツイートをプロモーションして、リーチを最大 に 大し、ブランドメッ

セージの認知度を高める

　さらに、 件を定めます。 件としては、 のようなものがあります。
 ・ 算・ 期間
 ・ 場所
 ・ 語、国、年 、性 、場所、デバイス
 ・ ユーザーの行動、イベント（高校野 の 子 など）、興 関心、キーワード
 ・ （ 加オプション）広告 にフォローを含めるか

Twitter の
　Twitterは、実名登 を義務付けていない、 名のソーシャルネットワークです。したがって、ユーザーは 名
だからこそ気 に発 できる気持ちや思いをツイートしています。このような 間で、 エンジンや実名登 の
ソーシャルメディアで するような広告を すると、ユーザーがブロックしたり、ネガティブな 応をするこ
とが起きます。そういった事 を けるために、広告であってもソーシャルメディアの 気に合わせた内容にす
ることが大事です。
　 エンジンと ってユーザー 性でターゲッティングするため、同じ広告を 度もユーザーが見るケースが多
くなります。そのため、クリエイティブや内容を きさせないように、小まめに 更することも心がけましょう。
　また、ネガティブな 応があれば、その広告を取り め、 う広告グループやキャンペーンを始めることも1つ
の方法です。ネガティブな 応が 付いた広告は、マイナスのスパイラルを きかねないためです。

LINE広告（LINE Ads Platform）
　「LINE Ads Platform」は、「LINEのタイムライン」「LINE NEWS」などの高MAUコンテンツに広告 できるLINEの
運用型広告です。LINEは、国内のMAUは 7,600万人以上 1と高いアクティブユーザー数が特 です。ほかのソー
シャルメディアよりも多いため、FacebookやTwitterでは かない・ きづらかったユーザー層へのリーチが可能で
す。LINE Ads Platformへの広告 は、 提として法人のLINE@アカウントの を行ったあとにLP ・入稿
を進めるため、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアに べると に時間がかかる 向があります。

1　出 LINE アカウント 2018年12 2019年3月期 媒体資
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また、広告 ができる業種・商材の 基準に しい 向があり、広告掲 ができない業種・商材も多岐に渡りま
す。 は、同社の媒体資 などで 認できるので参 してください。 2

　なお、LINE Ads Platformでは、「広告タイプ」「 セグメント」「広告フォーマット」を組み合わせて を行い
ます。

タイプ
　 の目的に応じて、3つの広告タイプが用意されています。

4-4-9　LINE Ads Platformの タイプ

タイプ の目的

ベーシック サイト 導・コンバージョン 得

リエンゲージメント アプリの ユーザーの

CPF AD LINEの友だち 得

セグメント
　広告グループ 位で、 のようにセグメント設定を行います。

4-4-10　LINE Ads Platformのセグメント

セグメント セグメント 要
OS 広告 を行うOSを 定する

性 男性／ 性の 性データを活用した を行う
年 15 50 まで5 位で、 するユーザーの年 を 定する。全年 での も可能
地域 47都道 県（複数 可能）から したい地域を 定する
興 関心 の18種 で 分されている興 関心カテゴリを 定して する

ゲーム／デジタル機器・家電／スポーツ／職・ビジネス／ファッション／家・インテリア・ ／テレ
ビ・ 画／音楽／教育・学習・資格／金 ／健康・フィットネス／自動 /書 ・マンガ／食べ物・飲み物
／美容・コスメ／ 行／エンタメ／ショッピング
このオーディエンスデータは、LINE内での行動 歴（スタンプ購入 歴／ LINE公式アカウント／
LINE@友だち登 歴など）をもとに独自に分 したカテゴリ

セグメント セグメントリストは、URLと広告 子の2つの方法で 積することが可能。広告 子は、AAID 3 

／ IDFA 4をアップロードして作成する
セグメント 広告 子で作成したセグメントのみ作成可能で、CVセグメントやAAID／ IDFAでアップロードし

たユーザーと したユーザーをLINE内で新たに し出し、 して する。 セグメントの
サイズは1 10 が 可能で、%が少ないほど元のセグメントに近しいユーザーとなる

フォーマット
　LINEの広告フォーマットは、 のとおりです。

2　https://www.linebiz.com/jp/service/line-ads-platform/
3　「Advertising Identifier」の略で、Androidの広告用の ID
4　iOS 用の広告用の 掲 ID。AndroidのAAIDにあたる
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4-4-11　LINE Ads Platformのフォーマット

フォーマット 要
静 画広告 Card（1,200×628）・Square（1,080×1,080）の2サイズがある。サイトへの 導率が高いので、サイトの

トラフィック増加・コンバージョン 得の 果が期待できる
動画広告 Card（16 9）・Square（1 1）・Vertical（9 16）という3つの 横 がある。視覚的にユーザーにアピールで

きるため、ブランド認知向上・エンゲージメントの増加・動画の 生数増加などの 果が期待できる

　LINEは、日本でもっとも われているメッセンジャーアプリで、MAUが高いのが特 です。そのため、ほかの
メディアではリーチできないターゲットにリーチできることが強みです。新規 得がしやすいともいわれています
が、アクティブ率が高いメディアであるため、同じユーザーに 度も広告 される可能性が高いことが され
ます。したがって、定期的にクリエイティブを 更し、クリエイティブの を ぐことも したほうがよいで
しょう。
　また、LINE広告は入 のシステムが独特です。リマーケティングやセグメントをかけて り込むと入 の最 価
格が上がります。ターゲットを り込むと1クリックの 価が上がり、CPCやCPAが下がってしまう点には気をつけ
る必要があります。

4-4-7 　 の
　YouTubeを中心に、動画での広告について説明していきます 5。

YouTubeの広告手法
　YouTubeでは、 のような広告手法が利用できます。

4-4-12　YouTubeの

広告手法 方法
ディスプレイ広告 注目動画の右 、おすすめの動画一 の上に表 される。プレーヤーが大きいと、プレー

ヤーの下に表 される場合もある（PCのみ）
オーバーレイ広告 半透明オーバーレイ広告は、動画の 生画面の下部 20% に表 される（PCのみ）
スキップ可能な動画広告 広告が5 間 生されたあと、広告をスキップするか りの部分を見るかをユーザーが

できる。動画本 の 後または 中に 入される（PC・モバイル・ゲーム ）
スキップ不可能な動画広告 最後まで 生しないと、目的の動画を視 できない。動画本 の 後または 中に表

される（PC・モバイル）
バンパー広告 最後まで見ないと動画を視 できない最長6 のスキップ不可の動画広告（PC・モバイル）
スポンサーカード 動画に登場する商品など、動画に関連するコンテンツを掲 （PC・モバイル）。視 者に、

カードのティーザーが数 間表 され、動画の右上のアイコンをクリックすると、カード
を できる

5　https://www.youtube.com/intl/ja/yt/advertise/running-a-video-ad/
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YouTube広告の効果測定
　YouTube広告には、いくつかの手法があります。また、広告のリンク としてウェブサイトを 定することも、
YouTube チャンネルへの登 を促すこともできます。
　YouTube広告の を するためには、いくつかの 標がありますが、「動画広告の 標」「クリックに関する
標」「エンゲージメントに関する 標」「動画広告の 生に関する 標」「YouTube のエンゲージメントに関する
標」について、一 にまとめておきます。

4-4-13　YouTubeの に する

視 回数 動画広告が視 または 生された回数
視 率 動画広告の視 回数またはエンゲージメント数を広告の表 回数（動画とサムネイルのインプ

レッション数）で った値
平 広告視 価 ユーザーが動画広告を30 間（広告が30 満の場合は最後まで）視 したか、動画広告にエン

ゲージメント 作を行ったとき、広告主が支 う平 金額
上 広告視 価 1回の広告視 について広告主が 定した支 い上 金額

4-4-14　クリックに する

クリック数 ユーザーが動画広告の要 をクリックし、ウェブサイトなどの外部のリンク に 動した回数。
力的な広告ほどクリック数が多くなるため、広告を見たユーザーの関心をどの程度まで きつける
ことができたかを する目安になる

クリック率（CTR）「広告がクリックされた回数」を「広告の表 回数」で った値（ ）

4-4-15　エンゲージメントに する

エンゲージメント カードを展開表 するためのティーザーやアイコンなど、ウェブサイトや外部のリンク にユー
ザーを 導しない、動画広告上のインタラクティブ要 がクリックされた回数

エンゲージメント率 「エンゲージメント数（カードティーザーやアイコンがクリックされた回数など）」を「広告の表
回数（インプレッション数）」で った値（ ）

4-4-16　リーチとフリークエンシーに する

ユニーククッキー数 ユーザーのパソコンの特定のブラウザーに関連づけられたクッキーの数。クッ
キーには、ユーザーが したウェブページで 用する設定やその他の情報が
保 されます

ユニーク視 者数（クッキーあたり） 一定の期間に、各クッキーによって動画広告が視 された回数
平 表 回数（クッキーあたり） 一定の期間に、各クッキーに動画広告が表 された平 回数
平 視 回数（クッキーあたり） 一定の期間に、各クッキーが動画広告を視 した平 回数

4-4-17　 の に する :

動画が 生された長さ : 25% 動画広告が全体の25%まで 生された回数

動画が 生された長さ : 50% 動画広告が全体の半分まで 生された回数

動画が 生された長さ : 75% 動画広告が全体の75%まで 生された回数

動画が 生された長さ : 100% 動画広告が最後まで 生された回数
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4-4-18　 YouTube のエンゲージメント（ を したユーザーがYouTubeで する を ったときに する ア

クション ）

広告視 後の動画視 数 YouTube チャンネルまたは動画 生ページで、それ以 の動画を視 した回数。同じ動画
をもう一度 生した場合も、チャンネルの の動画を 生した場合もカウントされる

動画視 後のチャンネル
登 者数

広告主のチャンネルを登 したユーザーの数。YouTubeチャンネルのコンテンツとチャンネ
ルアバターはYouTubeのホームに表 されるので、この 標数はユニーク値になる

生リストの 加件数 ユーザーが動画を 生リストに 加した回数
高評価の数 ユーザーが広告主の動画を高く評価した回数
動画視 後の共有数 ユーザーが動画を共有した回数

YouTube広告のターゲティング方法と注意点
　YouTube広告でも、Google 広告と同様のターゲティングが可能で、オーディエンスターゲティングとコンテン
ツターゲティングがあります。この2つについては、ディスプレイ広告を参 してください。
　YouTube広告全般で気を付けたいのは、広告内容が掲 のコンテンツと合っているかどうかが 要であるとい
うことです。ほかのウェブ広告では、オーディエンスターゲティング（ に見たウェブサイトや年 職業によって
セグメントして広告 すること）が一般的であり、高い 果もありました。しかし、YouTubeの場合、ユーザーは
在した目的を持って動画を見ているので、オーディエンスターゲティングによる広告は にしかなりません。
　たとえば、60代男性にターゲティングして60代男性向け広告を しても、そのユーザーが「 へのプレゼント
を しているとき」に表 された場合には見向きもしないでしょう。このような 在化したニーズを持って動画を
するユーザーに対しては、コンテンツターゲティングでチャンネルや動画を個 に 定して広告を するこ

とが有 です。 和性の高いチャネルや動画を して、広告を するわけです。

4-4-8　 クリエイティブによるCTRの
　トラフィックやレスポンスを目的とした広告では、インプレッションよりもクリックやコンバージョンが 要に
なります。また、運用型広告では、広告への 応（CTR、エンゲージメント率など）が品 として評価され、広告表
の 果に を与えます（Google 広告 品 スコア、Yahoo!プロモーション広告 品 インデックス、Facebook
広告 関連度スコア）。品 が いとクリックあたりのコスト（CPC）が上がり、 出機会も下がります。そのため、品
評価に を与える要 （CTR、エンゲージメント率など）を高めることが 要です。これらの要 の 応を高め

るには、ターゲットの 定が 要ですが、同様に広告文の 求、バナーの画 、動画などのクリエイティブも 要
です。広告 果を高めるためには、 のような方法を するとよいでしょう。
 
◦ 文にキーワードを める

ユーザーは、自分の興 関心があるキーワードを に入力します。そして 果から、入力した
キーワードを目で ってクリックします。したがって、広告文にユーザーの キーワードを含めておくこと
が非常に有 です。

◦ 合との ポイントを める
果において、広告文が他社と たような 求ポイントでは け出すことができません。競合の広告テキ

ストを し、自社が勝てる 化ポイントを含めましょう。
◦「 」「 」「 もり」などのアクション のキーワードを める
アクション系のキーワードは、実際の行動につながりやすいキーワードです。このようなアクション系のキー
ワードを広告文に含むと、クリック率が高くなります。

◦ の を する
広告は多様性に富んだ複数パターン（3 5種 ）を することで、さまざまな関心を持ったユーザーに 力
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を多角的に伝えることができます。また、定期的に見直すことが 要です。テストを 続してパフォーマンス
を向上させます。

◦ グループを 切なサイズに ける
広告グループはランディングページごとに分けることがポイントです。広告文は広告グループごとに作成す
るので、ランディングページに った の広告文や、そのランディングページにふさわしいキーワードを設定
するためには、1ランディングページ1広告グループという運用が適しています。

◦メディアやユーザーの や に合わせて を る
エンジンであればそこまでメディアやユーザーの 気に合わせる必要はありませんが、ソーシャルメ

ディアではそれぞれユーザーが求めている交流やコンテンツが なってきます。 名か実名か、文 中心か画
中心か動画中心かなどの特 を意 してクリエイティブを作ってください。 気に合わない広告は 果

がないばかりか、ネガティブな 応を引き起こし、マイナスな を与える可能性がある点に注意しましょう。

4-4-9 　CPAの 上
　CPAは「Cost Per Acquisition（Cost Per Action）」の略で、コンバージョン1件に要した広告費用のことですが、目的
によっていくつか なる い方があります。
　たとえば、ソーシャルメディアでよく われる「CPE」は「Cost Per Engagement」の略で、ソーシャルメディアの
エンゲージメント 得にかかったコストを します。イーコマースでよく われる 標である「CPR」は「Cost Per 
Response」の略で し込み件数あたりの 得コストを、「CPO」は「Cost Per Order」の略で（オフラインも含む）注文件
数あたりの 得コストを します。サブスクリプションモデルで われる「CPI」は「Cost Per Install」の略で、ソフト
ウェアインストール（ダウンロード）数を します。
　レスポンス 果を う広告では、CPAが 要な 標となります。CPAは、 のように、CPCとCVRを って表現
することもできます。

CPA コスト コンバージョン CPC（クリック ） CVR（コンバージョン ）

　CPAは費用対 果の 要な 標ですが、CPAだけを 視することには注意が必要です。この数式でわかるよう
に、CPAを向上させる（ らす）戦略としては、「CPCを下げる」「CVRを上げる」という2つの が えられます。

CPCを下げる
　CPCは、 の式で算出します。したがって、CPCを下げるためには、分子である広告コストを下げるか、分 で
あるクリック数を上げることになります。

CPC コスト クリック

CVRを上げる
　CVRは、 の式で算出します。したがって、CVRを上げるためには、分子であるコンバージョン数を上げるか、
分 であるクリック数を下げることになります。

CVR CV クリック
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4-4-10 　アドブロック
　インターネット広告を経由して利用環境にダメージを与える「マルウェア」と ばれる不正なプログラムの 在
や、コンテンツの を するリッチメディア広告やモバイルデバイスでの広告表 の 担感などから、主に
米のユーザーを中心に広告を表 させない「アドブロック」が広がっています。
　アドブロック自体は以 から 在していましたが、2015年にAppleが iOS 9でSafariにアドブロッキングを可能
とする 機能を 加したことで、「アドブロッカー」と ばれるツールやアプリに注目が集まりました。こうした
ツールは、Safari以外のブラウザーでも利用することができます。iOS 9以 のSafariブラウザーでアドブロッキン
グ機能を有 化すると、Google アナリティクスが 化されてしまう事象が報告されており、アクセス解析時に
は注意が必要です。
　Googleも新しいアドブロックをサポートしたGoogle Chromeを2018年2月に公開しました。このバージョンで
は、インタースティシャル広告、自動 生音付き広告、フラッシュ広告など、「Coalition for Better Ads（CBA）6」が
設定したガイドラインに基づいて 的な広告をブロックします。
　しかし、広告がブロックされると、広告収益で運営されるメディアもダメージを受けます。そのためメディア も
危機感を強めており、広告を非表 にしているユーザーには、サービス利用やコンテンツの を不可とするケー
スも発生しています。また、アドブロックの を受けないモバイルアプリ広告に 行するメディアや広告主も出
てきています。
　Googleは、アメリカとその他一部の市場で導入され始めたアドブロックソフトウェアユーザーに対 するための
ツールを、31の国 （々日本は 対応）で提供しています。「ファンディングチョイス（Funding Choices）」と ばれる
このツールは、決められた数の 事を したあとに、ユーザーにアドブロッカーを にするように要求する機
能を持っています。このツールを導入することで、メディアはコンテンツの を するメッセージを提 した
り、アドブロッカーユーザーに一定数の 事の 後、 金の支 いを求めるメッセージを提 したりできるよう
になります。

4-4-11　アドフラウド（ ）
　ディスプレイ広告のプログラマティック取引の 大によって、広告主 は数千、数万のメディアに広告出稿する
ことが可能となり、メディア も直接営業することなく数多くの広告を集めることが可能となりました。
　しかし、 できる広告 プラットフォームであっても、多 階に連 したアドネットワークなどが原 で「ア
ドフラウド（広告 ）」が じり込む 地があります。アドフラウドとは、広告主がメディアやプラットフォームな
どに広告を出稿して広告費を支 っているにもかかわらず、実際には広告主にとって望ましい成果にまったくつな
がらない、 的な広告の消化がされているものを します。その手法としては、広告費を み取るために作られ
た専用のコンピュータープログラム（bot）によるインプレッションやクリック、広告費を 的に 取することを目
的とした不正なサイトやページへの広告掲 など、小 い ぎ目的の一個人から、 社会的勢力との関連が われ
るような国内外の 事業者まで、さまざまなプレイヤーの介在が われています。アメリカのインターネット広
告関連団体である「Interactive Advertising Bureau（IAB）」は、不適 な広告 によって年間82億ドルの が発
生していると発表 7しています。
　また、「広告のビューアブルインプレッション（Viewable Impression）」の問題もあります。メディア 会社の監
や認定 を行う米国の業界団体である「Media Rating Council（MRC）」と IABによると、「広告の50 以上の面積
が画面に1 以上 出するインプレッション」と定義されていますが、Googleはビューアブルインプレッションにつ

6　 Googleをはじめとする広告事業者や IABなどの広告団体のほか、広告主、メディアなど、オンライン広告に携わるプレイヤー
が広く参加している広告団体連合

7　 https://www.iab.com/news/digital-ad-industry-will-gain-8-2-billion-by-eliminating-fraud-and-flaws-in-internet-supply-
chain-iab-ey-study-shows/
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いて、「ディスプレイ広告の全インプレッションの56.1 はビューアブルインプレッションになっていない」との
果を2014年12月6日に発表し、2015年9月にビューアビリティを保 する仕組みへと 行 8しています。

　一方、正常な広告 においても、必ずしも有 とは えないトラフィックが 在していることがあります。
なトラフィックのことを「Invalid Traffic（IVT）」と びますが、 エンジンのクローラーのようなプログラムによ
る 意のないトラフィックと、作 的にインプレッションやクリックを発生させる 意のある不正なトラフィック
があります。 者は自ら人ではないことを しているために容 に 外できますが、後者は人によるトラフィック
であるかのように しているものなど、さまざまな種 があり、アドフラウドによって生じるトラフィックも含
まれます。これらについては「 なトラフィック（IVT）」として、広告レポートから することで、広告レポート
の正 性と有 性を高めることが求められています。
　広告 果 定には「成果が 件あったか」というコンバージョンをKPIとして 視することが多いのですが、 回
表 されたか、見られたかといった「中間 標」もきちんと することが 要です。 要視しているKPIが「 得」
のみであると、ターゲットではない人に、まったく意 していないタイミングと望んでいない場所で広告を見せて
しまっているにもかかわらず、それに気付かない可能性があるので注意が必要です。

8　https://adwords.googleblog.com/2015/09/Enhancing-the-google-display-network.html
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4-5 オーガニックサーチにおけるインプレッション
　ここでは、オーガニックサーチの「表 回数（インプレッション）」とクリック率を高めるための 標の見方を 介
します。オーガニックサーチの成果をあげるには、インプレッションの高いワードで上位表 とコンテンツ内容を
通してクリック率を高めることが 要です。そこで、オーガニックサーチの改善では、ユーザーニーズの 察、競
合の 、オウンドメディアの解析が 要になります。
　 エンジンでのインプレッションを増やすには、多くのユーザーが するワードで上位に表 されるなど、
目立つところに 出し、クリックされやすい表現であることが 要です。 エンジンが上位に表 するコンテン
ツは、ユーザーにとって有用なコンテンツです。優れた 果を出すことが、 エンジンをユーザーが 続し
て利用してくれるサービスでありつづけるための必要な 件だからです。
　そのために、オーガニックサーチからのトラフィックを ぐためには、競合よりも有用な、ユーザーが求めるコ
ンテンツを提供することがすべての基本です。さらに理 のコンテンツを提供するために、ここで取り上げたこと
が参 になるはずです。なお、 エンジンの を行うときにはブラウザーはシークレットモードにて行ってく
ださい。自分の の によって 果の順 が わってしまうためです。

4-5-1　ユーザーニーズの
　ユーザーが していないワードで上位をめざす 力をしても、トラフィックの成果につながりません。 より
もユーザーニーズの有 とボリュームを知ることが 要です。

 検索エンジンでターゲットユーザーの利用しそうなワードを調査
　ターゲットユーザーがよく う ワードで、競合がそれほど多くなく、自社に優位性がある フレーズを発
見しましょう。まずターゲットユーザーが エンジンで入力しそうな ワードで をしてください。この
エンジンでの 果のページを「Search Engine Results Page」、略して「SERP」（サープ）といいます。 ワー

ドのヒット数を 認し、どの程度一般的に われている 葉かを します。

図4-5-1　Googleの

　なお、このヒット数の件数（results）は、その件数のページがあったということ（かつ、 算）であり、ユーザーが
必要としている数ではありません。しかし、自身が入力した ワードがウェブ上で われているかどうかを大ま
かに することはできます。あまりウェブ上で用いられない 葉は にヒット件数が るので、ほかの い方
に えてみましょう。
　また、 時には、特 な 法を うことで、 率的な が可能です。
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4-5-1　 ボックスのオプション

法 用 説明
完全一 ワードを二 引用 で

む
"Web analytics" 通常は 語の順 が入れ わったり間

に文 が入っても 果に含まれるが、
この場合、完全に一 した 葉のみが
SERPに される

いずれかのキーワード
を含む

ワードの間に「OR」を
入

"Web" or "analytics" 「Web」あるいは「analytics」を含むペー
ジが される

特定のワードの け合
わせを く

外するキーワードの
にマイナス （-）を付ける

Web analytics -digital 「digital」を含まず「Web analytics」で
する

サジェスト
　 ワードを入力すると エンジ
ンでサジェストが表 されます。このサ
ジェストに出てくる 葉も含めて し
ましょう。

Google トレンド
　 ワードの動向を知ることにも
役立ちます。
　 4-5-3からは、「web analytics」が
トップで、「digital analytics」「social 
media analytics」「access analytics」
という順 であることがわかります。

Q&Aサイト掲示板の調査
　Q&Aサイトの掲 板もユーザーニーズの に有 です。これらには、さまざまなユーザーの知りたいことや
っていることが されており、ユーザーの気持ちを知る有 な情報 となります。 となる ワードで
べて、ユーザーの動向を知りましょう。

図4-5-2　サジェスト

図4-5-3　Google トレンドによる ワードの
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　たとえば、「Quora」1では、業界ごとの 問や
回 を べることができます。 問として聞か
れていることはユーザーが知りたいことなの
で、オーガニックサーチ強化のためのコンテン
ツのヒントになります。

ソーシャルメディアの調査
　ソーシャルメディア上の情報も貴 です。Twitterや InstagramやYouTubeで 語やハッシュタグで して、
ユーザーがどのような文 でつぶやいているのか、 真とコメントはどんなものなのか、YouTubeではどんな 組
があるかなどを べます。どのような文 でターゲットワードが語られているかを理解し、コンテンツ強化のヒン
トにします。

4-5-2　 合の
　ユーザーニーズの解析で見つけたワードを強化するときに、競合の を知ることも 要です。

検索エンジンでの調査
　ターゲットとしている ワードで表
される広告文と掲 企業、オーガニックで
上位表 されている競合のウェブサイトを
べます。競合のコンテンツを し、内

容を べ、競合が提供していないコンテン
ツを 加したり、競合よりも優れたコンテ
ンツを提供したりします。
　 エンジンの 果を見ると、
純なウェブページの表 であることは少な
く、動画や商品、Q&Aなど 語によってユー
ザーが べていることに近いSERPになり
ます。このことから、 純な競合に対する
上位表 だけではなく、 語ごとにどのコ
ンテンツを強化してSERPでの 出を高め
るべきか、動画や商品として強化するコン
テンツを発見できます。

図4-5-4　 ごとの への が られる「Quora」

1　https://jp.quora.com/

図4-5-5　「Digital Analytics」のSERP
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キーワードプランナーによる調査
　 エンジン上での解析が わったら、Google広告の管理画面から利用可能な「キーワードプランナー」で
を行います。

図4-5-6　キーワードプランナー

　 べたワードで し、広告での ボリューム、 度、 節 動、広告をするときのコスト を知ること
ができます。
　また、「Mieruca」2などのSEOのソリューションでは、 フレーズに対する競合サイトのコンテンツ内容を解析
して対策を えるためのデータを提供しているところもあります。

4-5-3　オウンドメディアの
　 エンジンでのオウンドメディアの を知るためには、「Google Search Console」のデータが有 です。優
れたコンテンツを提供していることを エンジンに伝え、 エンジンが情報をインデックスするために不 し
ている情報や問題点を知ることができます。

図4-5-7　Google Search Console

2　https://mieru-ca.com/
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　Google Search Consoleの解析は、HTMLソースにタグを め込んだり、Google アナリティクスやGoogle タグ
マネージャのアカウントを利用するため、自社が所有するメディアが対象になります。したがって、ユーザーが自
社サイトに訪問した際に したフレーズのインプレッション数とクリック数を知ることができます。ただし、こ
れらは、Googleのクローラーから取得した数 であり、トラフィックの少ない フレーズを知ることはできず、
数値も 算値となっている点には注意が必要です。
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4-6 ソーシャルメディアにおけるリーチ
　ソーシャルメディア運用におけるもっとも 要な 標の1つが「リーチ」です。「リーチ」は、文 通り、情報がユー
ザーへ 達した数値を すものです。メディアによっても は なり、Facebookや Instagramの場合は「リー
チ」、Twitterは「インプレッション」として解析画面に表 されます。エンゲージメント率を計 する場合、そのメ
ディアの「ファン数」を分 にするケースと、「リーチ数」を分 にするケースがあります。
　「 得したファン（フォロワー）の中から、どのぐらいのユーザーが 応してくれたかをチェックしたい」という明
な意 がある場合は、ファン数を 数にするという もあります。しかし、すでにログイン 度が少なくなっ
ているユーザーも 在します。つまり、すべてのファンが常時ログインしているとは らず、分 をファン数に設
定すると、エンゲージメント率の数値が実 よりも くなるケースが 見されます。現 ではリーチ数を 数に設
定し、エンゲージメント率を計 することが、より実 に近い数値を 認できると えられます。
　まずは各メディアでのリーチ数の 認手順を説明しておきましょう。

4-6 -1　Facebook
　Facebookページから発 された情報は、Facebookページのファンを起点に、ほかのユーザーにも伝 します。
このとき、情報が画面に表 された をもって「リーチ」としてカウントされます。多くのユーザーから 応を得
た 稿ほど してリーチ数も伸びます。また、近年のアルゴリズムの改定により、広告を活用したリーチ 得も
有 な手 になっています。

1. インサイト画面で「リーチ」を します。Facebookページ全体のデイリーリーチ数と が 認できます。

図4-6-1　Facebookページ「 のリーチ」

2. インサイト画面で「 稿」を します。 稿ごとのリーチ数を 認できます。なお、「リーチ」のすぐ右の の
目が「エンゲージメント」です。「エンゲージメント」を「リーチ」で ったものが「エンゲージメント率」です。
4-6-1の「リーチ」のグラフから、5月30日と6月19日の 稿でリーチが伸びていることや、6月13日の 稿リー
チが やかに上昇しているので、 がリーチを伸ばしたかの原 を知る必要がありそうです。 4-6-2の 稿ご
とのグラフを見ると、 稿した 事が いだリーチやエンゲージメントから人気のある 稿内容を見分けるこ
とができます。
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図4-6-2　 ごとのリーチやエンゲージメント

広告によるリーチ獲得
　Facebookページの 稿をユーザーに け、リーチを 得するためのもっとも有 な手 は広告です。2018年初
のアルゴリズム 更により、広告を 用していない 稿は、ユーザーにリーチすることが しくなっています。
に えると、広告を利用すると一定数のユーザーに 実にリーチすることが可能であるともいえます。
　企業によっては、 稿のリーチ数が伸びないという原 を、 稿する画 やテキストに問題があると し、費
用や 力をかけて 稿コンテンツを しているケースもあるようです。しかし、現 では、そもそも企業からの
情報は、アルゴリズムによってリーチが 制されているということを認 しておく必要があります。そして、リー
チ数の 得は、ほとんどの場合、少額の広告の で解決できることも しておいてください。
　Facebook広告ではリーチさせたいユーザーをターゲットに設定して します。興 関心・男 ・年代・ 地
などを かく設定することが可能です。しかし、不特定多数に けたいプロモーション の強い 稿でなければ、
ターゲットを「ファンとその友達」に設定することをお めします。「ファンとその友達」にターゲット設定する理由
は、 得したファンへ 実に情報を け、ファンを起点にクチコミを生むのに最適な設定だからです。

4-6 -2　Twitter
　Twitterのインプレッションは、まず自社アカウントのフォロワーのタイムラインに流れます。自社アカウント
のフォロワーがリツイートや「いいね 」などのいわゆる「エンゲージ」行動をとった場合、さらに情報は多くのユー
ザーに 達します。一 発 元のフォロワーが少なくても、 力のあるフォロワーによるエンゲージメント行動
により、思わぬ大規模情報 を生むこともあります。

1. Twitterアナリティクス
の「ツイート」タブを
します。Twitterアカ

ウント全体のデイリー
インプレッションと
を 認できます。

図4-6-3　Twitterアナリティクス「ツイートアクティビティ」



264 ェ

イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
の
解
析

第
4
章

2. そのまま画面を下にスクロールすると、ツイートごとのインプレッションとエンゲージメント数、エンゲージメ
ント率が表 されます。ツイートの内容ごとの 果を できます。

図4-6-4　ツイートごとのインプレッションとエンゲージメント

広告によるインプレッション獲得
　Twitterでは、広告を ってツイートのインプレッション数を増加させることができます。Facebook広告と同様
に、男 ・年 ・ 地 にターゲットを設定できます。Twitter広告が特 的なのは、 ユーザーのフォロ
ワーをターゲットとすることが可能な点です。同業種や 業種のアカウントをフォローしているユーザーをター
ゲットとして設定し、 果の向上を りましょう。
　Twitter以外のソーシャルメディアでは、広告を活用してインプレッション（リーチ）を 得することが主流となっ
ていますが、Twitterではオーガニック運用の と を最適化することにより、インプレッションを伸ばすことが可
能です。インプレッション数の増加策として、 のような施策を みることをお めします。

◦ほかのユーザーへのリプライ・引用ツイート・「いいね」などのエンゲージアクション
◦トレンドハッシュタグを活用したツイートの発
◦ツイート 度の 保（1日15ツイート程度は問題ありません）
◦エゴサーチ（自社名や商品名を ）によって 出したツイートへのエンゲージ

4-6 -3　Instagram
　ほかのソーシャルメディアと同様に、Instagramで発 された情報は、一 的にはそのアカウントのフォロワー
にもリーチします。ただし、Instagramの場合はFacebookでいうところのシェアやTwitterでのリツイートなどに
した機能はなく、情報そのものが されてフォロワー以外のユーザーに くことはありません。発 した情報
を多くのユーザーに けるためには、添付テキスト内に するハッシュタグの ・ 稿の 度による
果への優 表 ・ほかのメディアや広告での 出などの対策が必要です。

1. Instagramでのリーチ数チェックはスマートフォンからの 作が必要です。スマートフォンでインサイト画面
を開くと、アカウント全体でのリーチ数が表 されます。なお、Instagramでインサイト画面を参 するには、
ビジネスプロフィールへの り えが必要です。Instagramのスマートフォンアプリから手続きを行います。
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図4-6-5　Instagramの「インサイト」

2. コンテンツタブを すると、 稿ごとのリーチ数が表 されます。

広告によるリーチ獲得
　Instagramの広告 は、連携したFacebookページ広告の管理画面を利用します。ターゲットの設定なども
Facebookと同様に、興 関心・男 ・年代・ 地などの設定が可能です。

◦リーチとインプレッション
Facebookや Instagramでは「リーチ」「インプレッション」と 数に関する 目が複数 在しており、 す
ることもあるので、明 に定義を認 しておきましょう。
　「リーチ」は情報が 達したユーザー数で、ウェブ解析でいうところの「UU」にあたります。「インプレッショ
ン」はコンテンツがユーザーの画面に表 されたトータル数で、ウェブ解析の「PV」です。エンゲージメント率
などを計算する際は、「リーチ」を分 として算出するケースがほとんどです。また、Twitterアナリティクスの
画面に表 されている「インプレッション」もユーザーの画面に表 された回数をカウントしているものであ
り、「PV」と同義です。
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4-7 〈発展〉アプリ・動画におけるインプレッション

4-7 -1　スマートフォンアプリのインプレッション
　iOSアプリのインプレッション解析は、App Store Connect内の「App Analytics」という機能を通して行います。ブ
ラウザーからでもApp Store Connectは利用できますが、2018年6月4日に公開された公式の iOSアプリ 1を利用し
たほうがApp Analyticsのモニタリングには 率的です。
　ただし、iOS 8以 のデバイスの集計データしか表 されないことには注意が必要ですが、2018年現在では iOS 
10以 のデバイスが95 を めている 2ため、データとしては十分に がおけるでしょう。

App Analyticsで確認できる指標
　App Analyticsで 認できる 標は、 のとおりです。 できるデータは 更されています。

図4-7-1　App Analytics

◦インプレッション
App Store内でアプリのアイコンが表 された数、つまり、キーワード
の 果画面、特集コーナー、トップチャートやカテゴリーのセクションでア
イコンが表 された回数のことです。インプレッション数には、 の「プ
ロダクトページ 数」も含まれます。この中では相対的にキーワード
による流入が多数を めるので、この 標は基本的に「 表 回数」とみな
してよいでしょう。

◦プロダクトページ
App Store内でアイコンをクリックするなど、アプリページが実際に さ
れた回数です。他アプリや外部ウェブサイトからの広告クリックによる も含まれます。

　この2つの 標に関しては、「ユニークデバイス」のチェックボックスがあります。デフォルトはチェックがされ
ていないので同じ iOSデバイスからのアクセスが複数回カウントされる場合もありますが、「ユニークデバイス」に

1　https://itunes.apple.com/jp/app/app-store-connect/id1234793120
2　https://iphone-mania.jp/news-214735/

図4-7-2　インプレッション
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チェックすれば同じデバイスは一度しか集計されなくなります。インプレッション数、プロダクトページ 数とも
に、特 な場合を き「ユニークデバイス」の数 を う方がデータとしては正 です。
　それ以外には、表4-7-1のような 標があります。

4-7-1　iOSアプリの

標 説明
Appユニット数 App Storeでアプリが「初回に」ダウンロードされた回数。同じデバイス、同じApple IDへの

ダウンロードや、アプリのアップロードはカウントされない。基本的に「ダウンロード数」とみ
なしてよい

App内課金数 アプリをダウンロードした後にユーザーが課金した回数。ユーザーがアプリ内で提供される
コンテンツに最初に課金したタイミングでカウントされる。そのため、購入 みコンテンツの
ダウンロードの数は含まれない

売上 アプリ による全体の売上金額（ドル 位）。有 アプリの購入売上、App内課金の売上、
App Bundles（アプリのセット販売）による売上の合計

購入をしたユーザー数 有 アプリを購入するか、もしくは ダウンロード後にApp内課金を行ったユーザーの数
インストール数 App Storeでアプリがインストールされた回数。ダウンロードと同義だが、同じデバイスへの

ダウンロード、同じApple IDを持つ デバイス（iPhoneとiPadなど）へのダウンロードの場
合もカウントされる。「Appユニット数」はダウンロード数と同じ。基本的には「同じユーザー
を複数カウントするか か」の い

セッション数 アプリが最 2 以上 用された回数。「 用」とはアプリが画面上で 作できるフォアグラウ
ンドにあるときのことを すので、アプリがいったんバックグラウンドに 行し、 びフォア
グラウンドに した場合は のセッションとしてカウントされる

アクティブなデバイス数 集計期間中に少なくとも1セッションを した iOSデバイスの数。ダウンロード後にアプリ
を実際に 用しているユーザー数の目安になる

30日のアクティブな
デバイス数

30日間に少なくとも1回のセッションを した iOSデバイスの数

クラッシュ数 計期間中にアプリがクラッシュを起こした回数

　インストール数、セッション数、アクティブなデバイス数、クラッシュ数には、小さく「オプトインのみ」と表 さ
れていますが、これらは利用情報の共有に同意したユーザーのみのデータという意 です。つまり、App Analytics
では実数を正 に することはできないという点に注意が必要です。特にインストール数に関してはこのデメ
リットが大きいので、アプリがダウンロードされた数を知りたい場合は、常にAppユニット数のデータを用いるこ
とをお めします。

実践的な指標の活用
　App Analyticsで自分のアプリのデータから「 える」データを取り出すために、 の 標を活用して改善施策を
してください。

1. CTR（Click Through Rate）
「プロダクトページ 数」／「インプレッション数」で計算される 標です。「アプリのプレビューをキーワー
ド で表 した iOSユーザーのうち、どのくらいの 合が実際にクリックして ページに したか」とい
う情報を すデータです。このレートが関連しているのは、 表 画面の 階から見ることができるアプリ
の情報であり、 体的には「アプリアイコン」「アプリタイトル」「サブタイトル」「キーワード におけるア
プリランキング」「ユーザーの平 評価・評価数」「スクリーンショット（3 ）」です。これらの要 を 更するこ
とで、 果が発 されます。
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2. CVR（Conversion Rate）
「アプリの ページを見たユーザーのうち、どのくらいの 合が実際にダウンロードしたか」を す 標で
す。App Store全体におけるCVRの平 値は26.4%であるというデータ 3がありますが、高ければ高いほどア
プリページの説明文やスクリーンショットなどのパフォーマンスがよいということになります。この 率を上
げるためには、ユーザーにダウンロードを決意させるようにアプリページをカスタマイズする必要があります。
体的には「ヘッダー画 」「スクリーンショット＆動画」「ユーザー評価とレビュー」「カテゴリー ランキン
グ」「プロモーションテキスト」「説明文」に気を付けます。つまり、クリエイティブが 要なヘッダー画 やス
クリーンショットのような要 のほかにも、「ランキング」や「ユーザー評価とレビュー」のような要 もユー
ザー 得には大きな意 を持つということです。なお、ランキングの向上のためには、いわゆる「ASO（App 
Store Optimization）施策」が 果的です。

3. ARPU（Average Revenue Per User）
公開から時間が経 し新規ユーザーの流入が しくなっているアプリほど、ARPUの数 を向上させる
ことが 要になります。ダウンロード数は多いのにもかかわらず平 収益が期待された水準に達してい
ない場合、その原 としてリテンション率、課金率が いことが えられます。同様に、課金ユーザー 
1人あたりの平 収益（ARPPU Average Revenue per Paid User）を知りたい場合は、売上／購入をしたユー
ザー数の メトリックを見るとよいでしょう。

4-7 -2　動画におけるインプレッション
　動画のインプレッションを 定するには、2つのアプローチがあります。動画のランキングサイトでほかのチャン
ネルも合わせて 定する方法と、YouTubeの管理画面からアナリティクスを参 する方法です。

動画ランキングサイトやツールによる測定
　動画のランキングサイトとして「Social Blade」 4が げられます。SimilarWebと同様に 算値ではありますが、
YouTube チャンネルを中心に動画チャンネルやコンテンツのランキングを知ることができます。

図4-7-3　 Social Blade

3　 https://splitmetrics.com/blog/whats-a-good-app-store-page-conversion-rate/
4　 https://socialblade.com/
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　YouTubeのチャンネルの IDで すると、そのチャンネルの視 数、購 者数や広告収益を知ることができま
す。なお、トラフィックの少ないチャンネルについては情報が出ないこともあります。
　これらの情報から自社のチャンネルや競合のチャンネルの認知度を知ることができ、その内容からインプレッ
ションを増やすコンテンツの戦略を えるための参 にできます。
　また、YouTube上の でヒットしやすいこともインプレッションを増やす意 では 要です。「vidIQ」5を う
と動画やチャネルごとのインプレッションがわかります。また、Google Chromeのプラグインを入れると、チャネ
ル、動画ごとの 向を 認できます。マウスカーソルを合わせると、最近のviewsの 向、視 時間などのグラフ
が表 されるようになります。

図4-7-4　vidIQ（ 上）を うと YouTube上で できる

　YouTube上の エンジンでクリックされやすい動画にすることも大事です。動画の内容はもちろんですが、動
画のタイトル、タグ、説明文やチャネルの説明文なども 要になります。このことを「YouTube SEO」と びます。
vidIQでは、YouTube SEOについてもスコアリングしています。

図4-7-5　「YouTube SEO」のスコアリング

　この動画の場合、100点のうちSEOスコアが14.4となっています。タイトルや説明文などにキーワードがどの程
度含まれてるかをスコアリングしています。

5　https://vidiq.com/
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　特に動画の上位表 には、タグが特に 要と われています。vidIQでは、タグごとに上位にランクインしてい
る順位を表 します。ほかにも、 果でのキーワードでの表 回数（ ボリューム）なども知ることができま
す。その他の 要な 目として、 のようなものがあります。

◦タイトルをシンプルにして、キーワードを含めること
◦ を入れること
◦わかりやすい説明文を入れること
◦目を引きやすいサムネイルを作ること
◦適 なタイミングでカードを入れること
◦ の動画を促す 了画面を入れること

YouTubeの管理画面での測定
　もう1つの方法は、YouTubeやFacebookの管理画面やアナリティクスからインプレッションを見る方法です。

チャンネル のインプレッションの
　YouTubeでは、ほかのソーシャルメディアと同様に、ユーザーの行動をもとに、関連性の高い動画が「 の動画」
として表 されます。一般に、人気の高い動画ほど、多くのユーザーに 出します。ビュー数、視 時間が長いコ
ンテンツは、多く見られる 向にあります。
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図4-7-7　YouTubeの

◦インプレッション数
ユーザーに動画のサムネイルが表 された回数を「インプレッション数」と びます。インプレッション数に
は外部サイトやYouTubeの通知の数は含みません。一般に、アップロード直後はインプレッション数が 上昇
します。しばらくすると、インプレッション数の上昇は安定した になります。インプレッションの高い動
画のトピックや 式、サムネイルが表 される場所から最適化する方法を え、どうすれば目立つことができ
るか えます。

◦ビュー数
実際に動画が見られた数です。ビュー数を増やすためには、関心の高いテーマの動画を することや目に付
きやすい動画を することが 要です。

　これ以外には、 者の年 、性 、地域情報も 認できます。

の のインプレッションの
　個々の動画におけるインプレッションも、管理画面から 認できます。見ているユーザーの 性情報などを参
にできます。ユーザー 性情報をクリックすると、動画を視 する性 ・年 ごとのビュー数がわかります。
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図4-7-8　YouTubeアナリティクス「 の 」

　また、YouTube以外の外部サイトで 介されている動画は、トラフィックソースの外部を見るとわかります。
め込まれたページについては、 生場所で べることができます。

図4-7-9　YouTubeアナリティクス「トラフィックの 」

　YouTubeでは視 している動画に関連する動画を 介します。この関連動画からの流入は「トラフィック」「関連
動画」として表現されています。

Facebookの管理画面での測定
　Facebookページでも動画のリーチ数を 定できます。Facebookページインサイトの動画で、Facebookページ
で掲 した動画の解析 果の1つとしてリーチ数を 認できます。
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図4-7-10　Facebookにアップロードした の

　Facebookに動画を掲 するときは、YouTubeにリンクするのではなく、直接アップロードすると 性情報など
も取得できるため、より な解析が可能です。「People Reached」は動画についてタイムラインなどで表 した人
数です。「Unique Viewers」は動画を一 でも見た人の数を しています。「Post Engagement」は動画を見て、いい
ね などの 応をした人の数を しています。

ウェブサイトに掲載した動画の再生回数の測定
　ウェブサイトに掲 した動画を 定する場合、動画の 生ボタンや ボタンのクリックをもとに 定する方法
が一般的です。YouTubeの場合、Google タグマネージャを うと容 に 定ができます。すでにトリガーも 数
も組み込まれているため、 定したい内容を定義すれば 定が可能です。トリガーとしてYouTubeを ぶことで動
画を 定できます。
　さらに 定したい内容を 数として 定します。ほかの動画を 定する場合は、動画の 生、 ボタンのクリッ
クのインタラクション解析を行うことになります。

 
図4-7-11　Google タグマネージャの でVideo を する





第 5 章
エンゲージメント・間接 果の解析

月、広告代理店に したソーシャルメディアでのキャンペーンのレポートが きました。CPCもリーチ数も 算
内で問題ないという内容でした。しかし、ウェブサイト制作会社のレポートでは、 月はソーシャルメディアか

らのコンバージョンは わらなかったとの がありました。
アクセス解析を見ると、 かにソーシャルメディア経由でのコンバージョンは少なく、 化はありません。そこで、あ
なたは広告代理店にオンラインミーティングを し、コンバージョンに貢献していない点を伝えます。しかし、広
告代理店の担当者からは「エンゲージメントは十分 得されていて、CPEも 算 内だったから成功だったはず」と
の回 です。
アトリビューションの評価をするためファーストクリックも今月 認するべきだとの提案もありました。
エンゲージメント、間接 果、アトリビューション など、「インプレッションが多い」「コンバージョンが多い」と
いうだけでは評価できないことがあるようです。

ソーシャルメディアでの施策はすぐコンバージョンにつながらないことも多いのですが、ユーザーへの認知を高めたり、
エンゲージメントを高めたりする 果も 要です。エンゲージメントの 要性は、事業の成果につなげるウェブ解析士
としては理解しにくい点もあります。しかし、ソーシャルメディアは日々ユーザーが接する 要なメディアの1つでもあ
り、 視してマーケティングを進めることはできません。この章では、ソーシャルメディアを中心としたエンゲージメン
トの 要性や、ユーザーの行動や企業の持つ情報を活用した広告や、広告の間接 果などを学びます。
➡「5-1　エンゲージメントと間接 果の内容と種 」では、エンゲージメントの定義、間接 果の基本的な え方を学
びます。
➡「5-2　企業データやアフィリエイターやインフルエンサーの活用」では、企業の持つデータを利用した広告手法や
ユーザーを き込むプロモーション手法を 介します。
➡「5-3　ソーシャルメディアの活用」では、ビジネスでの利用方法、注意点、代表的な 標、エンゲージメント率につ
いて 介します。
➡「5-4　メディア・アプリ・動画の活用」では、メディアやアプリや動画のエンゲージメントの 定について学びます。
➡「5-5　サーチに関する 標」では、エンゲージメントの視点での クエリの解析方法を学びます。
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5-1 エンゲージメントと間接効果の内容と種類
　この章で学ぶエンゲージメントや間接 果は、ウェブ解析では見 しがちな 標や定義です。インプレッション
やコンバージョンとは直接関 ありませんが、成果をあげるために 要な意 を持ちます。

5-1-1　エンゲージメント
　今やパソコンで をしてオウンドメディアを見るという行 から 化し、スマートフォンでソーシャルメディ
アやメッセンジャーを見て、 間と意見交 するという行動が主流になりました。そのため、ソーシャルメディアは
ユーザーとの接点として かせないものになっています。つまり、ソーシャルメディア上でユーザーが商品やサー
ビスに共感を持つ を作ることが 要になってきているのです。そこで、ソーシャルメディア上でユーザーが共
感を持ったときに行う行動を「エンゲージメント率」として 定します。「エンゲージメント」とは、企業や商品、ブ
ランドなどに対してユーザーが「愛 を持っている」 を します。わかりやすく えば、企業とユーザーの「つな
がりの強さ」を表す用語です。
　広告などでオウンドメディアに新規ユーザー
を集めるだけでは、長期的な繁 は期待でき
ません。ユーザーと積 的に交流してファンに
することが大 です。ソーシャルメディアを
い、エンゲージメントを高めることで、ただの新
規訪問者からファンになってもらうことが 要
です。たとえば、Facebookでは「いいね 」やコ
メントの数、シェアした人数やページのリンク
や画 をクリックした回数などがエンゲージメ
ントの 標となります。「この内容は、自分が共感できる 」と感じるユーザーが多い が「エンゲージメントが高
い」 だと えられます。

SIPSモデル
　ソーシャルメディアを積 的に活用することを 提として えられたな消費者行動モデルが「SIPS」です。SIPSは、
2011年1月に電通の佐藤尚之 をリーダーとした社内ユニット「サトナオ・オープン・ラボ」（後の電通モダン・コミュ
ニケーション・ラボ）が提 した、ソーシャルメディアに対応した生活者消費行動モデルで、「Sympathize（共感す
る）」「Identify（ 認する）」「Participate（参加する）」「Share＆Spread（共有・ する）」の 文 を ったもの
です。

Sympathize
（共感する）

Identify
（確認する）

Participate
（参加する）

Share & Spread
（共有・拡散する）

S I P S

 
図5-1-2　SIPSモデル

　ソーシャルメディアの 及は、 方向の情報のやり取りを可能にしました。SIPSモデルは、消費の在り方そのも
のや、消費者の社会意 の 化も したモデルです。企業においても、これらの を十分理解した上で、マー
ケティングやコミュニケーション施策を実施することが かせなくなってきています。

図5-1-1　エンゲージメントを る

ユーザーと企業の関係性が築けている状態

両思い

ユーザーが企業や商品、ブランドなどに対して
「愛着を持っている」
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1. する（Sympathize）
ユーザーが共感した です。共感を得るためには、ユーザーが商品に対して共感を得るための商品力、広告、
広報活動が 要になってきます。誰がその情報を語っているかも大きな力を持っています。 できる友人、
有名人、有 者などが語ってくれるほうが 果は高まります。いかにユーザーに共感される広告なのか、そし
て共感を促す表現ができるかがポイントになってきます。

2. する（Identify）
従来ならユーザーは のあとで購入行動に っていましたが、今では、ずっと く、 い深くなっています。
共感した内容が本当に自分に有益かどうか、価値観があっているかを、 しい友人や家 、そして知人の意見、
専門家など、あらゆる手 で 認します。

3. する（Participate）
認後、ユーザーは有用であると を持ったときに参加します。ソーシャルメディアやオウンドメディアに
流れている情報に対し、ユーザーとして参加し、楽しむことを意 します。このモデルでは、ユーザーが購買
するとは りません。購買しなくても「ちょっといいかも 」と思うときに、「共有＆ 」につながります。

4.  & する（Share & Spread）
ユーザーが共有や をする行動です。Twitterの「リツイート」やFacebookの「いいね 」ボタンなどを し、
い気持ちで友人・知人に広めることが、 果的に友人・知人の購買につながる場合もあります。また、ある企
業のブランドを応援したり、 を 護したりといった行動も、友人や知人の興 起につながることになる
ので、共有＆ に含まれます。

エンゲージメントによる参加者の定義
　さらにエンゲージメントが高い順 に、ユーザーは のように分 されます。「PARTICIPANT（ゆるい参加者）」
「FAN（応援者）」「LOYAL CUSTOMER（支援者）」「EVANGELIST（伝道者）」の4つです。
　これらの定義は、 のようになっています。

1. PARTICIPANT（ゆるい参加者）
「参加者」の意 で、サイトに訪問したり、コンテン
ツを楽しんだりします。

2. FAN（応援者）　
商品を購入したり、コンテンツをブログやソーシャ
ルメディアに掲 したりします。

3. LOYAL CUSTOMER（支援者）
商品を 続的に購入し、ほかの利用を するユー
ザーにソーシャルメディアやオフラインでアドバイ
スします。

4. EVANGELIST（伝道者）　
私的に商品を 介するコミュニティを作ったり、セミナーを企画するなど、積 的に告知を行います。また、
企業に商品の改良提案をすることもあります。

　このように参加しているユーザーのエンゲージメントを 持し、高める活動が 要となります。これらのエン
ゲージメントが高くなる活動は、そのままコンバージョンやインプレッションに直 しません。しかし、クライア
ントのサービスや製品に対するユーザーのエンゲージメントを高い に保ち続けることが、長期的なコンバー
ジョンやインプレッションに間接的によい を与えることは明らかです。直接的なコンバージョンだけにとどま
らず、ユーザーとのエンゲージメントの高い関 を 持するようにしましょう。

参加レベル

PARTICIPANT
（ゆるい参加者）

FAN
（応援者）

LOYAL CUSTOMER
（支援者）

EVANGELIST
（伝道者）

購買

図5-1-3　エンゲージメントによる の
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NPS（Net Promoter Score）による満足度調査
　クライアントの商品やサービスのエンゲージメントを 定する方法の1つに「NPS（Net Promoter Score）」があり
ます。アンケート によって顧客満 度を する方法で、「あなたはこの商品を しい友人や家 にどの程度
すすめたいと思いますか 0 10点で点数を付けてください。」という 問と、その理由を聞きます。

批判者 中立者 推奨者

10点・9点 推奨者
7点・8点 中立者
6点以下 批判者

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全く思わない 非常にそう思うどちらでもない

推奨者の割合（％） 批判者の割合（％）－ ＝ NPS
図5-1-4　NPS（Net Promoter Score）

　 5-1-4のように、得点によって「 者」「中立者」「 者」に分けて、全体のアンケート回 者を分 として
の式で算出します。

NPS（ ） の 合（ ） の 合（ ）

　この のメリットは、 の3つが げられます。

1. オンライン・オフラインにかかわらず、サービス全体の満 度を知ることができる
2. 回 がシンプルで回収率が高い。また、理由を知ることで、課題解決のヒントが得られる
3. すでに多くの企業や業界で同じ をしているため、同じ 問、評価方法であれば相対評価ができる

　この評価はマイナスになることが多い（ほとんどマイナスになる）のですが、この評価でマイナスであるかどうかよ
りも、業界ごとの評価との や 回の との などによって改善されているかを知ることのほうが 要です。

5-1-2　ソーシャルメディア の
　ソーシャルメディアをマーケティングチャネルとして活用するには、ほかのメディア（媒体）とは なる計画立案
が必要です。

目標を決める
　まずはソーシャルメディアをメディアとして活用するための、「目標とするファン数」「リーチ数」「エンゲージメ
ント数」を決めます。ソーシャルメディアがほかのメディアと なる点は、それぞれの 標が関わりながらも独立し
ている点です。広告を用いれば、それぞれの 標を高めることは可能ですが、メディアとして事業の成果に貢献す
ることはありません。オウンドメディアへの訪問やコンバージョンをKPIにすると、告知が売り込みになり、ソー
シャルメディアを利用するユーザーの関心を下げてしまいます。
　大手企業のアカウントで多くのファンを集めても、そのファンが 稿に関心を持たなければエンゲージメント率
は高くならないため、 果としてリーチ数も り、マーケティングとしての 果を得ることはできません。
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　ソーシャルメディアを企業のチャネルとして えるようにするためには、自社の 稿に対して適 なファンを集
め、エンゲージメントを高めるためのコンテンツを 稿していきます。

戦略的目標の決定
　まずはメディアごとに、 の3つの視点で戦略目標を決めます。

◦ページ 企業アカウントや企業ページのリーチやエンゲージメント目標
◦ 稿あたりのリーチやエンゲージメント目標
◦ 月間どの程度の 度で 稿するか
◦ の 「あいさつ」「お役立ち」「お得」などのカテゴリーを決めておく

5-1-1　ソーシャルメディア の

（月間） 2017年9月 2018年9月 2019年9月
ページの 積いいね 数 4,000 6,000 12,000 
ページの平 リーチ数 28,000 38,000 80,000 
　　オーガニックリーチ数 28,000 30,000 50,000 
　　ペイドリーチ数 0 8,000 30,000 
稿のエンゲージメント 700 1,000 1,500 
稿のリーチ数 32,000 37,000 45,000 
　　オーガニックリーチ数 32,000 35,000 40,000 
　　ペイドリーチ数 2,000 5,000 
稿 度 40 70 80 
　　あいさつ 20 30 20 
　　お役立ち 10 20 30 
　　お得 10 20 30 

　 に、 稿 度に合わせた 計画を作成します。1日から31日まで、どのカテゴリーの 事を表 するのかを
登 します。「Buffer」 1などを うと、ソーシャルメディアごとに 内容を えられたり、 を

一斉にできたりして 利です。

5-1-3　 の
　広告を見た同じタイミング（クリックをした、コンバージョンした）での 果を「直接 果」と ぶのに対して、そ
のタイミングでは 果はなかったものの、その後、 のタイミングで 果が発生したことを「間接 果」といいます。
間接 果の高い広告やチャネルを 視すると、 のところ、直接 果も下がります。広告の 果を解析するとき
には、直接 果に加えて間接 果も解析すると、正しい費用対 果の ができます。

ビュースルーコンバージョン
　広告を見た（インプレッション）ことでコンバージョンに貢献した件数です。

1　https://buffer.com
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コンバージョンには貢献しているが、通常のコンバージョン測定では計測できていない

広告

広告

広告 広告主サイト コンバージョン
コンバージョン

ビュースルーコンバージョン

広告をクリックして到達

別ルート
から到達

広告をクリック
せずに離脱

図5-1-6　ビュースルーコンバージョン

　広告をクリックしなかったとしても、広告を見たことで、後日、広告経由ではない でコンバージョンすること
もあります。そのような間接 果を「ビュースルーコンバージョン」と びます。「ポストインプレッション」「ビュー
スルーレイト」「VTR」とも びます。特にバナー広告のようなビジュアル 求型の広告では、ビュースルーコンバー
ジョンが起こりやすくなります。Google 広告では、キャンペーンやキーワードごとのビュースルーコンバージョン
も 定できます。

アシストコンバージョン
　インターネット広告をクリックして、後日コンバー
ジョンに貢献した件数です。広告 果 定におい
て、広告の間接 果を る 標の1つです。「ポスト
クリック」ともいいます。
　アシストコンバージョンでわかる広告の間接 果
とは、1度広告をクリックして広告主サイトを訪れた
ユーザーが、その広告経由ではない での来訪（
訪）のときにコンバージョンに至る 果のことです。
　Google 広告では、アシストとして件数を 認でき
ます。また、Google アナリティクスでもチャネルご
とのアシストコンバージョンのレポートがあります。なお、Google 広告とGoogle アナリティクスのアシストの定
義は なります。

アトリビューション
　コンバージョンが発生した際、そのコンバージョン発生に貢献した広告や媒体は であるかを解析することを「ア
トリビューション解析」といいます。アトリビューションは、日本語で「貢献」と訳されます。
　アトリビューションによる間接 果 定のイメージとして、「バナー広告」「メルマガ」「リスティング広告」の3つ
の広告を経由して最 的にコンバージョンに至った場合を説明します。

1.  の （ ）
コンバージョン（成果地点）に至る直 にクリック
された広告を評価する方法です。
「ラストクリック」ともいいます。

広告主
サイト

購入ボタン

すべて　画像　ニュース　ショッピング　もっと見る▼　検索ツール

約 168,000 件 （0.46 秒）

Click!

広告

Click!

初回訪問初回訪問

2回目訪問2回目訪問

初回購入なし初回購入なし

再訪時のコンバージョンでも広告の効果といえる

図5-1-7　アシストコンバージョン

バナー広告 メルマガ リスティング
広告

初回訪問 2 回目訪問 3 回目訪問

CV

評価対象

図5-1-8　アトリビューションの 　その1
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2.  アトリビューションによる （ ）
　コンバージョンに至る直 にクリックされた
広告だけではなく、それ以 にクリックされた
広告も含めて評価する方法です。

　 5-1-10に したのは、Google アナリティクスのアトリビューション解析の画面です。チャネルごとに、コン
バージョンへの解析モデルのアトリビューション（貢献）が 認できます。

図5-1-10　Google アナリティクスのアトリビューション

　 から の み付けで、3つのモデルで しています。

◦ラストクリック コンバージョンの直 に訪問したチャネル
◦リニア（ ）初回から 等にチャネルごとに み付けした場合
◦ファーストクリック コンバージョンの最初に訪問したチャネル

　この 果を見ると、ラストクリック（コンバージョンに直接貢献しているクリック）のチャネルとして、オーガニッ
クサーチは貢献が いものの、リニアやファーストクリックでは貢献度が高いことがわかります。
　ウェブ解析を行うと、直接的なコンバージョンへの貢献のみを えてしまいがちですが、直接的な費用対 果の
みを えると、一見する りは なコストに思えるような施策を めるなどの方向に向かうことがあります。し
かし、間接的な 果を視野に入れ、新規ユーザーや見込み客を 得しているチャネルや施策も大事にしていくこと
が、長期的なクライアントの成果につながります。

バナー広告 メルマガ リスティング
広告

初回訪問 2 回目訪問 3 回目訪問

CV

評価対象

図5-1-9　アトリビューションの 　その2
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5-2 企業データを活用した広告手法やアフィリエイターの活用
　広告を有 活用するには、ウェブサイトやユーザー情報などのデータをもとにした広告手法もあります。また、
アフィリエイト広告では、アフィリエイターとの良 な関 構築が かせません。これらの広告の成果を高めるた
めに必要な視点、手法、 標を 介します。

5-2-1　 データを した
　クライアントが持つアセットに応じて、「ウェブサイトコンテンツの活用」「商品データの活用」「ユーザーデータ
の活用」があります。

ウェブサイトのコンテンツを活用する
　ウェブサイトのページの内容（コンテンツ）をもとに自動的に広告を出稿する方法です。この代表的な が、
Google 広告の「DSA（Dynamic Search Ads）」です。「動的 広告」とも ばれます。通常、 連動型広告ではキー
ワードを設定して広告出稿を行いますが、DSAではウェブサイトのコンテンツに基づいて、広告の表 対象となる
キーワードが自動設定されます。 キーワードと関連性が高いページがリンク に 定され、広告タイトル

も自動生成されます（説明文は手動設定）。リンク の対象ページは、すべてのウェブページを対象にすることも、
特定のページのみを対象にすることも可能です。メリットとしては、手動で 加したキーワードでは しきれな
かった クエリに対しても広告を表 することで、トラフィックや売上の増加が期待できます。また、2018年5
月よりYahoo!プロモーション広告のスポンサードサーチでも動的 広告がローンチされました。

Webサイトの
コンテンツ 検索語句 広告文

図5-2-1　DSA（Dynamic Search Ads）の み

 
図5-2-2　DSAの

　通常の広告は するキーワードを設定しますが、DSAでは するURLやコンテンツを 定するなど、多様な
方法があります。
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商品データを活用する
　データフィード広告は広告に 用する商品データを媒体のフォーマットに合わせて して、広告 する仕組
みです。商品データなどをアップロードして広告をデータから生成、表 します。

ショッピング
　商品データベースをアップロードすることで 果に商品の 真や名 、価格、店名などを表 する広告です。
商品情報と関連性の高い をしたユーザーに広告が表 されます。イーコマースサイトではぜひ実施しておき
たい広告です。

商品情報
データベース

ディスプレイや
検索などの広告枠

ランディング
ページ

・データフィードを生成
   -商品ID
   -商品名
   -カテゴリ
   -カラー
   -価格
   -商品画像URL etc

広告

図5-2-3　ショッピング の み

リマーケティング
　データフィードとユーザーリスト 1両方を活用したディスプレイ広告です。ユーザーが にサイトで した
商品やサービスを含む広告を表 することが可能です。商品レコメンデーションエンジンが、フィードのデータを
用して、人気の高い商品や にユーザーが した商品に基づいて広告ごとの最適な商品の組み合わせを決定

します。ユーザーごとにカスタマイズされたメッセージを伝えることができるので、見込み客の 訪促進、販売
大につなげることができます。広告は商品やサービスのフィードを動的に 用して広告のサイズを自動的に
し、広告 全体を 率よく活用します。

ユーザーデータを活用する
　ユーザーデータを広告のターゲットリストとして活用する方法です。リターゲティングもその一種で、一度訪問
したユーザーに 訪問を促すこともでき、より高度なリターゲティング（特定のページ訪問者に特定の広告を す
る）なども可能です。

カスタマーマッチ
　Google 広告のターゲティング手法の1つです。顧客データ（メールアドレス）をアップロードして、広告のター
ゲットに活用する手法です。 は、Google 、Google ショッピング、YouTube、Gmail です。ディスプレ
イネットワークのサードパーティのサイトには できません。

1　広告 ターゲットのリストのことです。さまざまな方法でリストを設定できます。
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ユーザーの
メールアドレス

ディスプレイや
検索などの広告枠

ランディング
ページ

広告

図5-2-4　カスタマーマッチ

ユーザー
　ディスプレイ広告、ソーシャルメディア広告などで主に活用されるターゲティング方法です。 するには、
のユーザーリストから生成される ユーザーリストを設定します。 ユーザーリストは、 のユーザーリ
ストと近い特性があるユーザーが対象です。そのため、 の顧客と した新規顧客を開拓することが期待でき
ます。

図5-2-5　カスタマーマッチの

　 5-2-5は、実際の運用 果です。 ユーザー向けに したキャンペーンにおいて、通常のリマーケティング
と同程度の 得 価でありながら、多くの成 を 得できています。

5-2-2　アフィリエイターの
　アフィリエイト広告を活用するためには、アフィリエイターとの協力関 が必要です。ランディングページや広
告文、あるいは掲 される商品がよくても、アフィリエイターが自分の発 媒体に掲 してくれなければ、エンド
ユーザーの目に れることはないからです。アフィリエイターは、複数の広告主の中から自分の発 媒体に合わせ
て広告を びます。

5-2-1　3つの

広告主 成果 価 クリック数 込率 認率 認数 成果報 EPC

A ¥3,000 500 3.00% 40.00% 6 ¥18,000 ¥3,600

B ¥1,500 400 4.00% 70.00% 14 ¥21,000 ¥5,250

C ¥2,000 375 5.00% 80.00% 15 ¥30,000 ¥8,000
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　たとえば、アフィリエイターから見て、表5-2-1のような3つの広告主がいたとします。

◦ この広告が成 に至ったときにアフィリエイターが受け取る報
◦ アフィリエイター経由で商品購入になる率
◦ アフィリエイター経由の商品購入に対して、広告主がアフィリエイターの成果として 認した率
◦ 広告主がアフィリエイターの成果として 認した数。「 認数 クリック数× 込率× 認率」
◦ アフィリエイターが受け取った報
◦EPC「Earning per Click」の略で、1クリックに対しいくら げているか。「EPC 成果報 クリック数×100」

　アフィリエイターは「EPC」を 視しています。広告主Aのように成果 価が高く、クリック数も多くても、 認率
や 込率が いとEPCが くなります。その 果、ほかの広告主よりも1クリックあたりの収益が くなることがあ
ります。このような広告をアフィリエイターは く評価するため、アフィリエイターに取り上げてもらうことは
しくなります。
　アフィリエイト広告で成果をあげるには、アフィリエイターとよい関 を構築するためにも の施策を実施します。

◦アフィリエイターを待たせない。提携 （アフィリエイターから広告を掲 したいという し出）後の 認は
なるべく早く行う

◦貢献度の高いアフィリエイターには特 報 などのインセンティブを用意する
◦商品情報や 材提供などを定期的に行い、アフィリエイターが商品を 介しやすくする

5-2-3　インフルエンサーマーケティング
　「インフルエンサー」とは、多くの人々の購買や行動に を与える個人です。有名人や 治家などもインフル
エンサーになりますが、アルファブロガーと ばれる著名なブログ運営者や、YouTuberや Instagrammerなど、
ソーシャルメディア上で多くのファンを える人も含まれます。インフルエンサーもファン数で分 され、著名人
（Celebrity）は100万人以上のファンを えている人を、マイクロインフルエンサーは10万人以下のファン数を持つ
人を します（メディアによって定義が なります）。
　インフルエンサーマーケティングとは、このようなインフルエンサーを活用した広報・広告です。 で商品プレ
ゼントのみの場合もあれば、報 が発生するケースもあります。最近は業界や企業のキャンペーンが多すぎるた
め、消費者が、企業 の発 するキャンペーンの「売り込み」を い、 果が出ないケースもあります。そのような
もあり、インフルエンサーマーケティングは 果的なマーケティング手法として注目を高めつつあります。ア

ジアでは、日本以上にインフルエンサーマーケティングが 及していて、もはや かせないマーケティング手法と
して 立されています。実際に、 米での べによると、62% 2のマーケターは2018年にインフルエンサーマーケ
ティングの 算を増やしています。そして、61%のインフルエンサーは2018年にスポンサーを増やしています。
　アフィリエイターとインフルエンサーの いは、報 の受け取り方です。アフィリエイトでは、コンバージョン
が発生し、広告主の 認があったときに報 が発生するのが一般的ですが、インフルエンサーマーケティングでは、
プロモーションの協力を した時点で報 が発生します。
　また、サンプリングマーケティングのような一般消費者に大 に をして商品を体験してもらい、認知度を高
めることとも なります。インフルエンサーとして「よい商品を 介してくれる」という期待が持てる人に 定的に
商品を 介することになります。たとえば、「FOODee IM 3」のサービスは、飲食店に特化したインフルエンサー
マーケティングのマッチングサービスです。

2　https://www.emarketer.com/content/is-influencer-marketing-everything-it-can-be
3　https://influencer.foodee.jp/
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出 https://influencer.foodee.jp/influencer/448/

　お店の 介、宣伝をお いしたい飲食店に対し、インフルエンサーが実際に食べに行き、感 をソーシャルメ
ディアに掲 するという流れを仕組み化しています。このメディアでは、適 なインフルエンサーを 介すること
で、 率のよい飲食店の告知を実現しています。

インフルエンサーマーケティングの活用方法
　インフルエンサーマーケティングでは、 のことに留意して実施します。

　1. インフルエンサーに わる ・サービス・キャンペーンを る
  インフルエンサーが 力的に伝えられることが 要です。「従来にはない利 性やデザイン」「期待を超えた意
外なサービス」「人に伝えたくなるような 力的なキャンペーン」といったことを意 して企画します。

　2. 切なインフルエンサーを する
  力の強い個人に、消費やキャンペーンについての発 を することになります。多数のインフルエン
サーを持つエージェントやPR・キャスティング会社に して 定してもらうこともあります。適 なインフ
ルエンサーに をすることが 要です。インフルエンサー自身が興 を持てなかったり、ファンに関心を持
たせることが しいキャンペーンを しても、十分な 果を得られなかったり、協力を られるケースもあ
ります。商品やキャンペーンのターゲットに近いインフルエンサーに協力を しなければなりません。そ
のためには、ターゲットに 的近く、小規模なインフルエンサー（ マイクロインフルエンサー）に する
ことも します。

　3. インフルエンサーに やサービスを利 してもらう
  商品やサービスをインフルエンサーに けて、活用してもらいます。このときに 要なのは、インフルエン
サーに対して「発 度や内容を 定しない」ということです。インフルエンサーにとって、ファンのエンゲー
ジメントがもっとも大事です。そのため、インフルエンサーのブランドやスタンスに合わせて商品を取り上げ
ないと、 らのブランドを ねる可能性があるのです。発 方法や 度、内容については意見しないでくださ
い。1.や2.が十分成功していれば、発 内容はプラスに働くはずです。
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　FOODeeIMの事 として、千葉県船橋市にある「熟成 司専門店 優雅」のケースを 介します。 のような手順で
FOODeeIMを ったインフルエンサーマーケティングを行いました。

2018年5月 インフルエンサーマーケティングをスタート

（月に2 3人のインフルエンサーに ）

2018年7月 グルメサイトの点数が3.06  3.17に

2018年8月
プロデューサーの目に留まり、テレビ 組「ぶ
らり 中下 の 」で
最高売上を達成

2018年9月  最高売上を更新（4カ月 の の売上に）
図5-2-7　 FOODeeIMのインフルエンサーマーケティングの （ ）と （ グラフ）

　インフルエンサーマーケティングの 果、店舗の評価が高まり、その わいからマスメディアが 応し、さらな
る大きな売上向上につながったことが見てとれます。

インフルエンサーマーケティングの注意点
　インフルエンサーを活用したマーケティングについての法 はまだ進んでいませんが、ネイティブアドのガイ
ドライン 4を参 にして、 のようなことに気をつけていきましょう。

◦ であることと を する
稿をするときに、「広告であること」と「 した広告主」を明 するようにします。「ステルスマーケティング

（ステマ）」では、あたかも自分の体験談のように商品の宣伝を行って、消費者の を ねるケースがありま
した。たとえば、ハッシュタグで「PR」などと書いて すこともありますが、広告であることがユーザーにわか
るように明 します。

◦ が を せず インフルエンサー本 の について する
インフルエンサーに商品特 などの 介はするべきですが、発 内容を 定してはいけません。インフルエン
サーが思う方向に 事や内容を発 するようにします。また、原則として、インフルエンサーが実際に った
り したりした体験や 象についての 介になります。インフルエンサーが自分で せるようにした上で、そ
の体験に基づいた発 を します。

4　 第1章の「1-2-5　ウェブ解析士の守るモラル」の「不誠実なウェブマーケティング手法への注意」などを参 してください。
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5-3 ソーシャルメディアの活用方法と指標
　ここでは、ソーシャルメディアを用いてエンゲージメントを高める活用方法と 標の利用方法を 介します。
ソーシャルメディアは、基本的にはユーザーが個人的な交流のために利用する場です。このような場でオウンドメ
ディアやペイドメディアのような商品認知と販促を意 したプロモーションを 繁に行うと、ユーザーに 感を
与えてしまうことがあります。どのような接し方がよいのかを理解して進めることが 要です。

5-3-1　ビジネスにおけるソーシャルメディアの利
　多くのソーシャルメディアにはビジネスアカウントがあり、ビジネスでの活用ができるようになっています。
ウェブサイトを作るよりもコストがかからず、運用が容 であるため、小規模店舗ではソーシャルメディアをオウ
ンドメディアのように活用するケースも増えています。

ビジネスにおけるソーシャルメディア活用の基本的スタンス
　ソーシャルメディアは、ユーザーが友人や同じ と交流を楽しむために われるメディアです。その中で、友
人とのつながりを「ソーシャルグラフ」、同じ 志向のつながりを「インタレストグラフ」と びます。また、タイム
ライン上で流れるようなリアルタイム性に価値のあるソーシャルメディアを「フロー型」、 の情報を 積し、い
つでも できることに価値があるソーシャルメディアを「ストック型」と びます。Twitterはインタレストグラフ
のフロー型、YouTubeはインタレストグラフのストック型、Facebookはソーシャルグラフのストック型とフロー型
の両方の 面を持つソーシャルメディアといえます。
　ソーシャルメディアは人々が交流し、それぞれの興 のあることを楽しむ公 のような場所です。そのような場
所で、企業はマーケティングを展開する方法に注意が必要です。
　 エンジンで するときは 体的なニーズがあるため、それに関する広告はユーザーも だとは思いま
せん。オウンドメディアを訪れているユーザーもニーズがあって見ているため不 に思わないでしょう。しかし、
ソーシャルメディアを見ているユーザーは、人とのつながりを見るのが目的であるため、 度な広告やマーケティ
ングは不 に思われ、むしろ 果になってしまう可能性に注意してください。たとえるなら、公 で商品を大
で販売するようなものです。大 による宣伝によって公 で楽しむことを げられると、ユーザーは決して商品に
よいイメージを持たないでしょう。
　ときには、ソーシャルメディアの 稿に対して不 に思ったユーザーの 的な発 が広がり、 上を くこと
もあります。企業としては、公 にベンチをおいたり、音楽を提供したりするような、それぞれの楽しみ方を げ
ず、むしろ促進することを 提にマーケティングをする必要があります。このような性 から、ソーシャルメディ
アのオーガニック運用でコンバージョンに直 するマーケティングは しく、 果は 定的であるといわれます。
　しかし、ソーシャルメディアマーケティングは、企業にとって取り組むべき手法であることには間 いありませ
ん。なぜなら、ソーシャルメディアはユーザーともっとも近い接点とコミュニティを作ることができるメディアで
あるからです。企業としても、公式見解を発 できるように、ソーシャルメディアのアカウントは持つようにしま
しょう。また、ソーシャルメディアのユーザーの を聞き、コミュニケーションをすることで、より身近なニーズ
や 情を聞くことができます。直接コンバージョンに至ることは しくても、事業の成果につなげるための幅広い
ユーザーとの交流を実現できます。
　ソーシャルメディアを活用するためには、ユーザーと一緒に楽しみ、コミュニティを創造し、活性化することが
必要です。そのためには常にソーシャルメディアを楽しみ、活用することと、どうすればもっと企業にとってカス
タマーになりうるユーザーに喜んでもらえるかを研究する必要があります。そのため、ユーザーと直接接点を持ち、
事業をよく知るインハウス（社内）での運用が理 的です。ウェブ解析の大事な1つのチャネルとしてソーシャルメ
ディアを活用しましょう。
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ソーシャルメディアを従来の業務機能に応用する方法
　最近では、企業はソーシャルメディアをさまざまな従来の業務に応用しています。従来の業務やマーケティング
で実施していた機能をソーシャルメディアの活用に当てはめると、どのようなことに活用できるか理解できます。

5-3-1　ソーシャルメディアの と の

ソーシャルメディアの活用戦略 従来の業務機能

（ を ける） リサーチ

会 （ をする） マーケティング

活性化（活気づける） セールス

支援（支援する） サポート

統合（統合する） 統合（商品開発などビジネスプロセスへの参加）

　それぞれ、どのように活かしていくのかを説明していきましょう。

◦
ソーシャルメディア上でのユーザーのポストやハッシュタグを することでクライアントの商品や業界に
対する 象や課題を知ることができます。Twitterでは、「 機能」（Poll）も利用できます。

図5-3-1　Twitterの「 」

◦会
ソーシャルメディア上で、新商品の告知やキャンペーンの案内もできます。Facebookページでクーポンや
引チケットを ることや、登 フォームを作ってメールニュースやイベントを作成してセミナーの受付を行う
こともできます。

◦
CTAボタンを設 して、ウェブサイトに 導したり、店舗の を行ったりできます。また、Instagramでは
商品の販売を行えます。ソーシャルメディアで告知をした上で、 なランディングページやフリマアプリで
販売することや、Airbnbにリンクして を受け付けることもできます。

◦サポート
顧客の問い合わせをページやメッセージで受け付けて回 できます。また、 と組み合わせてニーズのある
ユーザーにサポートを行えます。これを「アクティブサポート」と びます。東 ハンズのような店舗では、商
品を しているユーザーにアクティブサポートで している商品を案内しています。
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◦ 合
商品企画や新たな商品ニーズを知るために、参加しているユーザーにヒアリングをしたり、新たな商品企画や
活用方法をシェアする機会を提供できたりします。たとえば、日本コカ・コーラでは、いろいろなドリンクを組
み合わせた新しいテイストをユーザーが開発したり、シェアできたりする環境を提供しています。

ビジネスにおけるソーシャルメディアアカウントの利用方法
　 上のリスクを けるため、ソーシャルメディアのアカウントを持たないという方 の企業も 在します。しか
しそれでも、すべての企業でソーシャルメディアは運用するべきです。なぜなら、ソーシャルメディアへの取り組
みが かになることのほうが、 上の危 性が高くなるからです。 からユーザーとソーシャルメディア上でコ
ミュニケーションを取って関 性を構築しておくことと、各ソーシャルメディアの「 気感」を で感じておくこと
が、最大の 上対策です。メディアなどで報じられているような 上事象は、実際の運用現場ではほとんど発生し
ません（めったに発生しないからこそ報じられるのです）。
　また、万が一、ソーシャルメディアで事実と なる 稿がされた場合に、企業公式アカウントがないと 定もで
きません。今後、PR（パブリック・リレーション）でもマスメディアからソーシャルメディアへの 行が進むことが
実なので、現時点ではソーシャルメディア向けの 稿ができなくてもアカウントは持っておきましょう。ただし、
従業員のプライベートアカウントが発 となり、 上もしくはそれに近い事象が発生するケースはあります。この
点については、従業員に向けたソーシャルメディアリテラシー向上の教育が必要です。
　ソーシャルメディアには （利用者の増 、サービスの など）がありますが、ソーシャルメディアその
ものがなくなることはありません。企業はソーシャルメディアを通してユーザーとどのように関わっていくのかを
しっかりと定めておき、それぞれのソーシャルメディアの特 に合わせた取り組みができる組織にしておくことが
要です。「自社と顧客との関わりをどのように えているか」を決め、「顧客との関わりをソーシャルメディアでど
のように活用するか」を してください。

5-3-2　ソーシャルメディアのコンテンツと の と
　ソーシャルメディアごとに、さまざまな 標と解析する外部のサービスがあります。ソーシャルメディアの解析
で最初に必要なものは「目的」です。
　ソーシャルメディアの解析とオウンドメディアの解析でもっとも なる点は、コンテンツと数 の主従関 です。
解析では、数 はコンテンツの内容よりも 要です。よい 標のコンテンツは、実際の内容は として、成果に貢
献しています。したがって、 果がなくなるまで強化することが成果につながります。たとえば、特定の クエ
リからのトラフィックが多く、コンバージョンも多ければ、そのワードに関するコンテンツを強化したりトラフィッ
クを増やしたりします。ほとんどの場合、数 がよいなら、その 果を増やすためコンテンツを強化すればよいと
えてよいでしょう。
　しかし、ソーシャルメディアでの解析では、コンテンツの内容は解析よりも 要です。あるコンテンツの解析
果が優れていても、それはそのコンテンツの 果を すだけであり、同じことを り せばよいという 純な 論
になりません。このコンテンツの 応がよかった理由やユーザーのインサイトの洞察を まえ、内容を えて提
して きさせないことのほうが大事です。ソーシャルメディアでは、全体の文 とユーザーの意 を理解するため
の一 として解析を ってください。
　ソーシャルメディアはステージです。どんなよいことであっても、 度も同じことを い続ければ きられるし、
われます。解析は、 のネタを提供するヒントと えてください。ソーシャルメディアの解析には、定 的な解
析と定性的な解析があります。
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定量分析
　「いいね 」の数や「リツイート（RT）」数、会員数、購 者数、フォロワーの数、あしあと数など、数値を して
果を ることが可能です。これらの 標は企業の公式アカウントでは第三者も容 に 定でき、競合と する
ためのツールもあります。
　一方で、ソーシャルメディアの管理画面にあるアナリティクス機能を うと、自社のアカウントのインプレッショ
ン数など、管理者にしかわからない情報を見ることもできます。

定性分析
　数値として表せない 的なデータを分析します。コメントの内容を分析することによって、その 事や発 に対
する 応の を 認できます。定 的な 定 果でシェアやコメントが増えたとしても、必ずしも求めていた 応
が得られているとは りません。場合によっては、まったく のネガティブな 応を している場合もあります。
これらは数値として 定はできませんが、各発 に対してどのような 応だったかを知ることは、ユーザーの関心
を高めるために かせません。
　ソーシャルメディア解析ツールによっては、各ユーザーの発 を、テキストマイニング技術などによって分析し、
内容から自動的にポジティブ・ネガティブを してくれます。

5-3-2　ソーシャルメディアの

標 分析方法

定 分析 リファラー（ 情報なし） メディア レベル、セグメント に利用する

リファラー（ 情報あり） ツールを活用する。発 ごとの 応を に する

「いいね 」数、RT数、フォロワー
数、あしあと数、ブログクチコミ数、
自社サイトPV（ 値として）など

リスト化に利用。ソーシャルメディア内アンケートで 性 も可能

イベント ・実施中・イベント後での から 及 果を する

定性分析 活性 コンセプト設計が 要。モデレートすることで生 を収集する

エンゲージメント率
　エンゲージメント率は、ファン数やリーチ数（インプレッション数）に対するアクション数の 合です。正 を期
すため、ファン数をもとにして計算するのではなくリーチ数（インプレッション数）をベースに算出することが
されています。
　ソーシャルメディアでは、エンゲージメントと、エンゲージメント率が 要といわれています。なぜなら、エン
ゲージメント率がリーチにも大きく するからです。 エンジンは、 果のクリック数やウェブサイトで
の行動が順位やリーチに することはないといわれています。ユーザーのウェブサイトでたくさんページを見て
いたり、 果をたくさんクリックしたりしても 純に順位が上がるということはありません。しかし、ソーシャ
ルメディアでたくさんクリックされたり、いいね を されたりすることで 出 度が わってきます。エンゲー
ジメント率の高いアカウントや 稿ほど、ユーザーに 出が増え、リーチが増えるという仕組みになっています。
したがって、エンゲージメント率が 要となるのです。

ソーシャルメディアの解析例
　ソーシャルメディアは、メディアごとに 標の定義も います。メディアごとの 標の定義と、それに伴う
を してください。
　Facebookページを にして説明しましょう。エンゲージメント率の高いエントリー（ 稿、 事）は、リーチ数も
高まる 向にあります。しかし、リーチとエンゲージメントした率を すると気付くことがあります。毎 稿を
行っているFacebookページについて、Facebookインサイトでは のような だったとします。

275_308web_ch5.indd   291 2018/12/07   15:56



292 ェ

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

の
解
析

第
5
章

5-3-3　Facebookページの の データ

稿 リーチ数 エンゲージメント率 稿クリック数

工場の 介 100,000 5 10

新製品 介 2,000 5 50

節のごあいさつ 100,000 15 10

　「工場の 介」は、リーチ数は高いのですが、エンゲージメント率と 稿クリック数は くなっています。この
事は、ソーシャルメディアで認知度の高い誰かがシェアをしたなどの理由で 稿自体は見られているものの、内容
がユーザーにマッチしていないためにエンゲージメント率も く、 介したコンテンツに対しても関心が いため
に 稿クリック数も くなっています。まずは 稿内容を見直す必要があるでしょう。
　「新製品 介」は、リーチ数もエンゲージメント率も いものの、 稿クリック数は高くなっています。 稿され
たコンテンツ内容や画 が 果的にユーザーをウェブサイトに 導していると できます。コンテンツはよいの
で、リーチ数やエンゲージメント率が伸びる 稿をすると 果的でしょう。広告を出稿するのもよいでしょう。
　「 節のごあいさつ」は、リーチもエンゲージメント率も高くてよいのですが、 稿クリック数は伸びていません。
ファンとの関 性を構築する目的であれば問題はありませんが、サイトに 導することが 要ならば、リンクを目
立たせるなどの施策が必要でしょう。
　エンゲージメント率やクリック数を上げるための施策の1つとして、OGP対策があります。Facebookなどソー
シャルメディアでウェブサイトを 介するときに、そのページの情報を正しく伝えるためのHTMLの表 方法を
OGP（Open Graph Protocol）といい、この設定を えると 果的な画 やタイトルをFacebookで表 することが容
になります。
　このように、リーチ数とエンゲージメント率や 稿クリック数の関 や 稿時間 の 応から 稿の 出を促進
し、ユーザーのロイヤルティが高まる 稿ができるよう工夫をしてください。

5-3-3　エンゲージメントを高める
　ソーシャルメディアの活用方法として、ソーシャルメディアの広告の特殊性と活用法を説明します。ユーザーと
ソーシャルメディアの 化により、企業のソーシャルメディア活用方法も わってきています。 

企業アカウントの集客は広告が必要
　以 は、企業アカウントでのオーガニック（非広告）による集客は、 ではないものの、不可能ではありません
でした。しかし、最近ではソーシャルメディア（特にFacebook）の方 として、ユーザー同士の交流や発 を 視
するようになり、企業アカウントでオーガニックによる集客をマーケティングに活用することは、ほとんど に
なってきています。
　特に新規集客は しいので、広告の利用が必要不可 です。どんなによいコンテンツを発 しても、アカウント
を見るユーザーが少なければコンテンツの良し しも できません。少額でも定期的に広告を し、ユーザー
の新規 得を促すことで、マーケティングの成果をあげるだけではなく、マーケティングの 果を 認できるよう
になります。

エンゲージメントを軸とした広告配信
　ソーシャルメディアの広告での物販や販売などのコンバージョン 得は、従来は といわれていました。しか
し、ユーザーのソーシャルメディア接 が増えてくるにつれ、ソーシャルメディアで物品を 介し、販売をするこ
とや問い合わせ 得へ 導する広告やプロモーションも 果が出るようになってきました。たとえば、Instagram
で商品を直接販売したり、ソーシャルメディアでの からメルカリなどのマーケットに 導したりするといった
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成果があがってきています。
　今後のソーシャルメディアでの広告は、エンゲージメントが 要となります。知らない商品をしつこく 出する
だけでは成果につながらないだけではなく、エンゲージメントも下がります。すでに認知されている商品ならキャ
ンペーンや 引などの 加のオファーが 果を生むこともあります。
　また、ユーザーが興 を持つマーケティングをするためには、 きさせないということも大事です。 エンジ
ンのマーケティングであれば、ユーザーは商品を している 在層なので、商品についてダイレクトに にわか
りやすい表現をすることを 求するべきで、同じ広告文でも 果があがり続けます。
　ソーシャルメディアでは、ユーザーはソーシャルメディアに れている間はユーザーと交流をしていたり 力的
な情報を していたりするので、そのコミュニケーションを せずに 力的に見えるプロモーションをしなけ
れば 果はあがりません。広告に きさせないことも大事なので、 応が くなったら同じ広告を続けず、バナー
のクリエイティブやキャッチコピーを えることを してください。

ユーザーやインフルエンサーを活用する
　エンゲージメントを高めることができるキャンペーンであれば、ユーザーのバイラル（クチコミ） 果を高める表
現をすることも 果的です。意見を求めたり、 りに教えたりする意 があるキャンペーンであれば、ユーザーは
自分が伝える意 を見つけられます。また、インフルエンサーを 定して、活用し、 らが発 することで新規
得やエンゲージメントを高める 果も期待できます。
　企業のマーケティングにおけるソーシャルメディアの活用は、オーガニックでの情報発 だけから、広告やイン
フルエンサーを った 資が必要な に わっています。利用のときは 算 分などにも気をつけてください。
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5-4 〈発展〉メディア・アプリ・動画に関するエンゲージメント

5-4-1　アプリのエンゲージメントの改善
　アプリケーションにおいても、エンゲージメントは 要な要 です。アプリの運用において、新規ユーザー 得
も 要ですが、 得したユーザーの 続率を高めたり、より多く課金してもらったりするためのアプローチも 要
になってきます。アプリ内でエンゲージメントを高めていくためには、「UX改善」と「アプリ内マーケティング」の 
2つのアプローチを組み合わせて用いることが 要です。
　これまでは、「アプリのマーケティング」という場合、広告やプロモーション施策のことを すことが多く、アプリ
のインストール数やCPI（Cost Per Install）といった 得に関するKPIの改善ばかりが注目されてきました。しかし、
新規ユーザーを 得しても、 らがすぐにアプリを うことを めてしまったらインストール促進にかけたコスト
は になってしまいます。
　このような流れを受け、近年ではアプリをインストールしたユーザーの利用 度や 続率、コンバージョン率な
どを高めて最 的に売上につなげる「アプリ内マーケティング」と ばれる手法にスポットライトが当たるようにな
りました。アプリ内マーケティングを支援するツールとして、「ターゲティングプッシュ通知」や「アプリ内メッセー
ジ」といった機能でクライアントのアプリの成長支援を行うツールがあり、代表的なものとしては「Repro」1などの
SDKが知られています。

図5-4-1　Repro

アプリ内マーケティングの手法
　アプリ内マーケティングの手法には、大きく分けて「プッシュ通知」と「アプリ内メッセージ」の2つがあります。
プッシュ通知は主にユーザーのリテンション率改善に、アプリ内メッセージはコンバージョン率改善に有 です。

プッシュ
　プッシュ通知は、ユーザーのリテンションやエンゲージメントを高める施策として非常に有 ですが、むやみに
プッシュ通知を してしまうと、 にユーザーが する原 にもなります。プッシュ通知の 果を高めるため
の 要なポイントを 介します。

1. を高める
ユーザーにプッシュ通知を 可してもらうために、OS標準のダイアログを出す にカスタマイズしたダイアロ

1　https://repro.io/
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グなどを表 してプッシュ通知を受け取るメリットをユーザーに伝えます。

2. セグメント に を る
プッシュ通知は、全ユーザーを対象に同じ内
容を るのではなく、ターゲットセグメントに
合わせて のものにすることで、開 率を高
めます。 対象を り込む際は、「性 」「年
」「 地」などのユーザーデモグラフィッ

クでセグメントする方法と、「1 間以上アプ
リを起動していない」「買い物かごに商品を
したままで決 していない」といったユー

ザーのアクションごとにセグメントする方法
があります。多くの場合は、アクションベー
スで 対象を りこむほうが開 率は高くなります。
たとえば、フリマアプリで「カートに商品が っています」といった内容のプッシュ通知をセグメント化した
ユーザーに 付することで、プッシュ通知の開 率が上昇します。 ほど 介したReproのプッシュ通知機能
では、アナリティクス機能と連動して、アクションに基づいてセグメントしたユーザー に対してプッシュ通
知を ることができます。

3. 文 を する
プッシュ通知の文 を最適化することによってユー
ザーに興 を持たせ、開 率を高めます。たとえば、 

5-4-3の ではプッシュ通知の文 に「20,000人のファン」
という数 を含めることによって人気の 合であることを
し、ユーザーの興 を 起しています。

4. を する
ユーザーが開 してくれそうなタイミングに合わせてプッシュ通知を ることも 要です。ユーザーの行動
パターンに合わせて することによって、プッシュ通知を見てもらえる可能性を高めることができます。

5. ディープリンクを する
プッシュ通知にディープリンク（スマートフォン
アプリの特定のコンテンツに直接 するリン
ク）を設定することで、アプリのトップページを
表 することなく、ユーザーに見せたいページ
に直接 させることができます。

図5-4-2　「Repro」のプッシュ の

図5-4-3　文 の の
出 説得力のあるプッシュ通知の文 を書く
4つのコツ 2

2　https://growthhackjournal.com/4-tips-on-writing-persuasive-push-notification-copy/

ロック画面 目的のページ

図5-4-4　ディープリンクの
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アプリ メッセージ
　ユーザーのコンバージョン率を改善するためには、アプリ内メッセージが有 です。ここでは 果的なアプリ内
メッセージ施策を行う上で 要なポイントを 介します。

1. タイミングを する
アプリ内メッセージは適 なタイミングに出すことで、アプリ起動時に表
させるよりも高いコンバージョン率を期待できます。たとえば、ゲームア
プリでステージをクリアしたときやフィットネスアプリでワークアウトを
了したときなど、ユーザーのアプリへの満 度が高いときにアプリのレ

ビュー をするメッセージを表 することで、よい評価を得られる可能性
を高められます。

2. に合わせたメッセージのデザインを ぶ
求する内容によってメッセージのデザインを えるこ

とで、より高いコンバージョン率を期待できます。たとえ
ば、バナータイプのダイアログは、オーバーレイやダイア
ログタイプのメッセージとは なり、アプリの画面全体を
い さないので、アプリ利用中の自 なコンバージョン
を促すことができます。

3. プッシュ と み合わせる
アプリ内メッセージは、プッシュ通知と組み合わせ
ることでコンバージョン率を高めることができます。
たとえば、 愛マッチングアプリでプッシュ通知と
アプリ内メッセージの内容を同じものにするという
施策を行った 果、 要KPIである自 介登 率を
7 に増加させたという事 もあります。

図5-4-5　 切なタイミングで 
メッセージを する

図5-4-6　メッセージの
から「オーバーレイ」「通知センター」「バナー」

図5-4-7　 プッシュ とアプリ メッセージの み合わせ
でコンバージョン が 上した

出 Push通知とアプリ内メッセージでとあるKPIが7 に
なったおはなし。 3

3　https://www.slideshare.net/NaokiIto1/reproomiai
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実践的な指標の活用
　 果的なプッシュ通知を ることができているかを かめるために、4つの 要な 標について説明していきま
す。Reproなどのツールを活用することで、これらの 標を 認できます。

1. プッシュ の
プッシュ通知が くユーザーの数です。 通常、プッシュ通知サービスの管理画面から 認できます。 対
象者数が っていたら、プッシュ通知を高 度で りすぎたり不適 なタイミングで ったりしているために
ユーザーがうっとうしく思い、アプリをアンインストールしている可能性があるので気をつけましょう。

2. プッシュ の
対象者数のうち、アプリからのプッシュ通知を受け取る設定にしているユーザーの 合です。いくらプッ

シュ通知の内容や タイミングなどが最適化できていても、受け取っていないユーザーが多くては意 があ
りません。 率を最適化することでプッシュ通知を受け取るユーザーの 合を増やし、プッシュ通知による
マーケティング施策をより多くのユーザーに対して行えます。iOSと べて、Androidのプッシュ通知の
率が高くなる 向になります。これは、iOSアプリは初回起動時にプッシュ通知の 可をユーザーに 認
する仕様になっているのに対し、Androidアプリではユーザーに 可を取る必要がなく、デフォルトでプッシュ
通知を している になっているからです。事実、iOSとAndroidの 率を しているKahunaのレ
ポート 4では、Androidのほうが iOSよりも40%近く 率が高くなっています。

3. プッシュ の
プッシュ通知の 対象者数のうち、受け取った通知を開いてアプリを起動したユーザーの 合です。プッ
シュ通知の開 率を見ることで、 したプッシュ通知の内容（文 、画 ）や タイミングが適 かどうか
を できます。また、プッシュ通知を特定のセグメントに り込んで している場合、全ユーザーに対し
て した場合と べて、ユーザーを り込んだ場合に 果があったのかを 認できます。

4. プッシュ によるコンバージョン
プッシュ通知が いたユーザーのうち、「商品購入」や「会員登 」といった特定のアクションをしたユーザーの
合です。プッシュ通知による特定アクションのコンバージョン率を見ることで、コンバージョンを増加させ
るためのプッシュ通知の最適化施策を ることができます。たとえば、ECアプリでプッシュ通知の最適化に
よって売上増を う場合、コンバージョンを商品購入とすれば「セール開始 」と「全商品50 オフ 」のどちら
が、よりコンバージョン率が高くなるかを できます。

5-4-2　動画の効果を改善する方法
　動画のマーケティングにおいても、エンゲージメントは 要な要 です。なるべく多くのユーザーを集客したあ
とは、そのユーザーを長く 得するための施策を しなければなりません。動画のインプレッションやビュー数
を増やすには、アプリ・動画におけるインプレッションを参 します。

ベンチマークの解析をする
　チャネルの内容を改善する方法として、 たチャネルや日 視 している他者のYouTubeチャネルの解析をする
ことです。動画ごとに 応が多い動画や少ない動画と べて、その 向から今後の企画内容を決める参 にしても
よいでしょう。

4　http://go.kahuna.com/rs/052-HXZ-275/images/Kahuna%20Mobile%20Marketing%20Index%20-%202015%20Q4.pdf
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　それには、まず自分と近いテーマのチャネルをYouTubeやFacebookで します。
　特に視 者数やLikeの多い動画を 認し、どのような動画に関心が持たれるかを します。「Social Blade」を
うと、複数のメディアでの関心の高いチャネルがわかります。

図5-4-8　Social Bladeでチャネルの を る

　Social Bladeでは、視 者数やビデオの視 数からランキングを算出しています。人気があり、自社が参 にす
べきチャネルと動画を見て、どのような内容にすべきかを しましょう。

もっと動画の視聴時間を長くする
　動画を視 したユーザーに、長く視 してもらえることも大 な要 です。平 生率を見ることで、動画ごと
に平 どのぐらいの 合まで動画を視 し続けたかを 認できます。また、平 生時間を見ると、 分くらい
生したかもわかります。平 生率が い動画や平 生時間が動画全体に対して い場合は、ユーザーが 中で
見るのを めてしまった動画です。見直しを しましょう。
　さらに、動画ごとの視 者 持率は、動画のどこで しているかを しています。特に相対的な視 者 持率
を見ると、動画をどこまで視 しているのか、 めてしまうポイントはどこかがわかります。

図5-4-9　 で の を る
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動画のエンゲージメントを増やす
　YouTubeアナリティクスで、「共有」「Like」「コメントの数」を 定できます。ただし、ここで表 されているの
はYouTube上の共有ボタンを した数であり、リンクをコピーして り付けたような共有は含まれない点に注意し
てください。Likeやコメントを増やすためには、説明文やタイトルで 応を求めるような表現が 要です。

チャネルの購読者を増やす
　チャネルの購 者数は、非購 者に べてよく視 する 向があり、チャネル更新時には通知も きます。広告
の でも一定以上の視 者数がいないと がされないため、視 を増やすためにはぜひ増やしたい 標です。
購 者数は、YouTubeアナリティクスのメニューの「登 者数」から 認できます。
　購 者を増やす動画を中心に広告 をするなどの方法を してください。

YouTube上の広告で収益を高める
　YouTubeでは、広告 による収益も高めることができ、その 果はYouTubeアナリティクスやGoogle 
AdSense上で 定できます。ただし、広告 が可能になるのは、「YouTube パートナー プログラム」に参加して
いることが 件となります。
　Social Bladeを用いると、第三者の動画ごとの 定収益もわかるので、こちらを 認すると収益を上げる動画の
ヒントを得られることもあります。

図5-4-10　Social BladeのYouTubeのステイタスサマリー

YouTube パートナー プログラムへの
YouTubeで外部リンクの利用や広告収益をあげるには、「YouTube パートナー プログラム」に参加することが
件です。参加の 件は、チャンネル登 者が1,000人以上いること、かつ、 12カ月間の総 生時間が4,000

時間以上であることです。参加する方法は、クリエイターツールから、「利用規 の同意」「Google AdSense

の し込み」「収益化の設定」「 を受ける」という4つのステップが必要です。

　また、YouTubeによる動画 で広告収益をあげるのはハードルが高いため、動画を販売するという方法もあり
ます。たとえば、「Vimeo」 5を うと、動画販売をプラットフォーム上で行うことも可能です。手数 は10%で、
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広告 もないので、動画を販売して収益を上げるには 果的なプラットフォームです。目的によって い分けま
しょう。

図5-4-11　Vimeo（https://vimeo.com/jp）

終了画面やカードの活用
　YouTubeを視 しているユーザーの関心を高めたり、ほかの動画を したりするために「 了画面」や「カード」を
活用したりする方法があります。 了画面とは、PC上で 生している動画に表 できる情報で、動画の後半にリンク
や情報、チャネル登 の などが可能です。カードはモバイルで見られるもので、動画 生中にテキスト情報やリ
ンク情報などを表 できます。カードはどのタイミングでも入れることができ、1本の動画に5つのカードを 加でき
ます。

5-4-1　YouTubeで できる「カード」の

カードの種 内容
チャンネル カード 視 者に視 を びかけたいチャンネルにリンクできる。お めのチャンネルを 介できる
寄付カード 米国の 者は、米国の非営利団体への寄付を りたい場合に、このカードを設定して寄付を集

めることができる

リンクカード 関連するウェブサイト、クラウドファンディング、販売サイトなど外部サイトにジャンプするリ
ンクを表 する。利用するには、対象のチャンネルが YouTube パートナー プログラムに参加し
ている必要がある

アンケート カード アンケートを表 して に してもらうことで、視 者と交流できる
動画カードまたは
生リストカード

視 者が関心を持ちそうな の公開中の YouTube 動画や 生リストにリンクできる。動画や
生リストのURLを直接入力して、動画内の特定のタイミングや 生リストの個々の動画にリンク
することも可能

5　https://vimeo.com/jp
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5-5 サーチに関するエンゲージメント
　自 とエンゲージメントの関 についても見ていきましょう。

5-5-1　キーワード の え
　まず、キーワード解析の え方を 理しておきましょう。 提とするのは、サイトにはさまざまなクエリで来訪さ
れていますが、そのすべてを十 一 げに解析をするべきではないということです。なぜなら、 者がキーワー
ドに込めた意 （キーワードインテント）はそれぞれに なる
ため、同じ 流入であっても、コンバージョンへの び付き
やすさはクエリごとに わってくるからです。
　たとえば、最 成果を「購入・お問い合わせ」に設定したとし
て、その成果に関 しないクエリに対して施策をしたところ
で、トラフィックは増えてもコンバージョンにはまったくつな
がりません。見 りたくないのは、間接的にコンバージョンに
寄与するクエリであるにもかかわらず、直接コンバージョンに
つながっていないからといって、対応を してしまうことで
す。とはいえ、現在は、キーワードごとのコンバージョンを明
に取得する手 はないので、 当のクエリが主にランディン
グしているページでのコンバージョン 得 から する
ことになります。
　自 では、初めてサービスを利用するユーザーの認知から行動（購入や問い合わせ）に至る インテントの
は、ユーザーの 行動に関わるコンテキストのフレームに則ると、 5-5-1の のようになります。一般

に、新規ユーザーが認知から購入まで1回の で完了することは で、複数回の下 べののちに行動に至るものと
えられます。コンバージョンに至らなくても、興 を深めるのに 要なクエリは解析する対象とすべきです。解
析において 要なのは、成果を定義した上で、そのクエリが成果に対してどのような位 付けにあるのかをグルー
プ分けすることです。

5-5-2　クエリのグルーピング
　すべてがきれいに当てはまらないかもしれませんが、 のような分け方を においてください。

ブランド／非ブランド
　サイト名・サービス名を含むかどうかで分けます。ブランドが立っているサービスは、ブランドクエリが全体の 
8 9 を めることもあります。一般的にいって、ブランドクエリのほうが非ブランドクエリよりもCVRが高くな
ります。

インフォメーショナル／トランザクショナル／ナビゲーショナル 
　「インフォメーショナル」「トランザクショナル」「ナビゲーショナル」という3つに分ける方法 1もよく げられま
す。ウェブ解析士協会のサイトに来訪しているクエリを してみましょう。

インプレッション（認知する）

コンバージョンに結び付かないキーワード

コンバージョンに結び付くキーワード

エンゲージメント（興味を深める）

【何度も来訪する】

コンバージョンに結び付かないキーワード

行動

図5-5-1　キーワード の え

1　Revisiting "Navigational," "Informational," & "Transactional" Searches in a Post-PageRank World
　　  https://moz.com/blog/revisiting-navigational-informational-transactional-search-post-pagerank
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図5-5-2　サーチコンソールのデータ

◦インフォメーショナル（informational）
情報収集のためのクエリ。「 を知りたい」というインテント。
）「個人情報 定義」「kgi kpi ksf」「上級ウェブ解析士 度」

◦トランザクショナル（transactional）
取引行動のためのクエリ。「 を購入したい」というインテント。
） 「ウェブ解析士 テキスト」「 ＋購入」「 ＋ 」など

◦ナビゲーショナル（navigational）
案内型のクエリ。「目的が決まっていて、そこに達したい」というインテント。
）「ウェブ解析士 サイト」

　実際には、1つのクエリが1つの 性のみを保有するわけではなく、 性が 在しています。たとえば、「ウェブ
解析士 テキスト」は、「購入したい」というトランザクショナルのインテントと、「テキストについて知りたい」という
インフォメーショナルのインテントが6 4で ざっているという 合です。
　この3つのグルーピングと一般的なコンバージョンまでの をまとめると、表5-5-1のようになります。

5-5-1　コンバージョンまでの

コンバージョンまでの 遠い 近い
インフォメーショナル
トランザクショナル
ナビゲーショナル
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5-5-3　グルーピングと の
　クエリの解析には、「Google サーチコンソール（Google Search Console）」を用います。 したとおり、クエリ
は ワード 位でなく、グルーピングして行います。また、クエリはインテントごとに見るべきです。 に、ブラ
ンドと非ブランドで分ける場合、「ブランド名完全一 」だけでは、 り間 い、あるいは実 的にそのブランドの
ことを しているクエリの動きを すことになってしまい、正 な動きを えることができません。

図5-5-3　ウェブ サイトに しているクエリ

　 びウェブ解析士サイトのクエリの ですが、「ウェブ解析士」と「web解析士」と「web解析し」は、 ワードと
して見れば なりますが、インテントは同じと えられます。これらを 々に いかけることのないように、 に
した「キーワード解析の え方」などを参 にして、クエリをインテント に分 してください。

サーチコンソールで分類する
　サーチコンソールでは、「 パフォーマンス」からクエリにフィルタをかけて「 を含む／含まない」のように
グルーピングできます。「解析」を含むクエリでフィルタした場合の 後のデータを します。

図5-5-5　フィルタを しない 合
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図5-5-6　「 」を むフィルタを した 合

　 5-5-6からは、 のようなことがわかります。

◦クリックの29 （2.51万 /8.5万）は「解析」を含むクエリで 得している。
◦平 CTRは「解析」を含むクエリだと、全体の9.2 から28 へと上昇する

　また、全体では7月の後半に表 回数の増加が見られますが、「解析」を含む場合は増加していないため、この増
加は のクエリによるものといえます。
　ただし、サーチコンソール上では「 を含む」「 を含まない」「一 」しかフィルタできないため、 に げたよ
うな「ウェブ解析士」と「web解析し」をまとめることができません。必要に応じて、クエリをCSVでダウンロードす
るなどして正規表現を活用すると、グルーピングが容 になります。

APIで取り込んでグルーピングする
　サーチコンソール上での解析やグルーピングは、データに上 があるため、物 りないものがあります。サー
チコンソール上で表 されるクエリおよびページデータは1,000行という制 があり、ロングテールクエリなど、 
1つひとつのクリック数は少ないものの 野の広いクエリはまとめづらいことになります。特に、非ブランドでトラ
フィックの多くを 得するサイトでは、実情に近い解析ができなくなります。
　そこで、サーチコンソールで用意されているAPIを用いると、データ行を上 なく取得できるようなるため、
Google スプレッドシートと連携するなどしてグルーピングしてください。たとえば、Googleスプレッドシートの
アドオンである「Search Analytics for Sheets」 2を うと、 でサーチコンソール上のデータを にGoogle ス
プレッドシートに取り込むことができます。

5-5-4　エンゲージメントの と
　エンゲージメントを高める 階では、コンバージョンを生まないインフォメーショナルクエリで来訪するケース
が多いと えられます。ここでは、インフォメーショナルクエリの中でも成果に近いもの、遠いものを分けて、さ
らに かくグループ分けすることが必要です。

2　https://chrome.google.com/webstore/detail/search-analytics-for-shee/ieciiohbljgdndgfhgmdjhjgganlbncj
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既来訪のクエリ

図5-5-7　「 士」を む

　 度、ウェブ解析士協会のウェブサイトのクエリを します。いったん「ウェブ解析士」という資格の 在を認知
して、さらに資格の内容を知ろうとするインテントのクエリとして「解析士」を含むクエリをグルーピングします。
この中でインフォメーショナルの 性を強く持つクエリとしては、特に「 度」「合格率」が げられます。これら
のクエリに対して、伸びしろがあるといえる表 回数の多いクエリを中心に、 のような対策を します。

◦表 順位が ければSEOによって上位表 を 実にする
◦CTRが ければタイトル・ディスクリプションの 集によって 果の充実を行う
◦対応するページの解析によって 在時間が少なければ、コンテンツを見直す

未来訪のクエリ
　サーチコンソールでのクエリのピックアップでは、すでに 在するコンテンツを 提としたクエリしか集めるこ
とができません。関連したコンテンツがないためサーチコンソールには現れないものの実際には されている
クエリは、キーワード 出ツールなどで見つける必要があります。
　エンゲージメントを高めるコンテンツはオウンドメディアに らないこともあります。第三者が 意的に書いて
くれたブログや、ソーシャルメディア上のよい 及もサービスのエンゲージメント向上につながります。また、「
＋評 」などのクエリは、公平な情報を求めるインテントのため、オウンドメディアでのコンテンツにそぐわない
かもしれません。
　ユーザーのインテントに合わせてコンテンツを作り、改善をすることで成果につながる来訪に び付けてください。
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5-6 〈発展〉チャットの種類と支援サービス

　近年、ユーザーとのコミュニケーション手 が、メール、電 、SMS（ショートメッセージ）からメッセンジャー
サービスに りつつあります。 の手 に べ、知人とのコミュニケーションでも っていることから、手間が
かからないという点が 及している理由です。企業においてもユーザーとの有 な交流手 として発展してきまし
た。特に中国では、チャットが主なユーザーと交流手 となっていて、イーコマースでもユーザーはショッピング
カートで買い物をするよりもメッセンジャーやチャットを通して交 や相談をして購入に至るケースが多くなって
います。ここでは、これらのチャットを ったコミュニケーション手 を 介します。

5-6 -1　チャットの種類
　大きく分けると3種 のチャットサービスがあります。

チャットアプリ
　LINEやWhatsAppなど、スマートフォンでチャットをするためのアプリ（サービス）です。ユーザー登 すること
で利用でき、基本的には事 に 認して相手と友達になっていないとメッセージを けることができません。多く
の場合、アプリ内で音 通 も可能で、複数名での音 ミーティングにも対応できます。WeChatのように、メッ
センジャーの中で音 を してやりとりできるものもあります。また、スタンプや絵文 などを って、文 で
は表現できない感情・ 表現ができます。
　近年では、タイムラインや決 機能や企業のポータルサイト的な役 を担うことで、ソーシャルメディアとして
の進化も進んでいます。

ソーシャルメディアメッセンジャー
　FacebookやTwitterなど、もともとはタイムラインやツイートとして知人に公開していたソーシャルメディアの
中に わっていた個 のユーザーとの連 手 としてのチャット機能が発展したものです。特にFacebookでは、
このメッセンジャーツールだけを独立させて、さまざまなことに利用しています。Facebookページなどと連携する
ことでマーケティングでの活用も可能です。

チャットサポートシステム
　自社のウェブサイトやアプリに設 することで訪問したユーザーが えるチャットツールです。 のツール
も有 のツールもありますが、基本的にはタグを設 することでウェブサイトにチャットを表 します。なお、
Facebookなどのソーシャルメディアのメッセンジャー機能を って代 することもあります。
　これらのツールは、担当者が対応できない場合は、メールに問い合わせが く仕組みになっているので、担当者
がずっと対応しなければならないわけではありません。ユーザーは 名で相談することができるので、気 に相談
することができるのもメリットです。

5-6 -2　チャットのメリットとデメリット
　チャットを利用するには、 のようなメリットがあります。

◦コンバージョンの
コンバージョン に相談したいユーザーにとって、不明点にすぐ対応してくれるので、コンバージョンの向上
に貢献できます。
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◦ 上
コンバージョンに至らないユーザーにとっても満 度向上に貢献します。ただし、対応が不十分であると満
度が下がるリスクもあることには注意が必要です。

◦サポートの
後 のチャット支援サービスを利用することで、担当間で情報共有し、対応の分担をすることや、回 を自動
化ができるようになります。これによって、情報を せなかったユーザーの電 やメールでの問い合わせが
るため、サポートのコストが できます。

　一方で、チャットを利用する場合、問い合わせの増大によるサポートコストの増大、顧客対応が不十分になるこ
とによる満 度の 下などを起こす可能性もあります。チャットを利用する場合は、十分なテスト運用を行い、サ
ポートコスト のためには支援サービスの利用を しましょう。

5-6 -3　チャット支援サービス
　チャットによる対応は、満 度向上やコンバージョンに貢献することが期待できます。しかし、対応コストが増
えることによるサポートコストの増大や、十分な対応ができなければコンバージョンの 下や顧客満 度の 化も
えられます。そこで、 のような支援サービスを利用することで、組織的・ 率的な対応が可能となります。

サポート支援サービス
　チャットを含めて、メール、電 問い合わせへの対応を 率的に組織で運用するサービスです。チャットやメール
を受け取ったときに担当を り り、電 歴も含めた顧客ごとの担当 歴を することで、 れなく対応します。

5-6-1　Franz

　たとえば、多様化する連 チャネルを担当者ごとに一元管理するための「Franz」 1というメッセージアプリケー
ションでは、メール、メッセンジャー、ソーシャルメディアなどを一元管理できます。 で い始めることがで
き、Slackなどのコミュニケーションシステムにも対応しています。
　また、「Zendesk」2は、サポート対応のためのソリューションです。ソーシャルメディアのメッセンジャーから電
対応まで、組織的に 率的な対応をするためのナレッジの共有を可能としています。

1　https://meetfranz.com/
2　https://www.zendesk.co.jp/
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チャットボット
　チャットによる対応を自動化できるシステムを「チャットボット」といいます。

◦オウンドメディア けチャットボット
オウンドメディア上にチャットを設 し、ユーザーの 問に対して回 を自動化したり、複数の を提供
したりすることで担当者による対応を します。

たとえば、（株）ユーザーローカルが提供している「サポートチャットボット」 3では、 を用いて 問を体
系化した上で、フリーワードによる 問への回 も可能です。

◦ソーシャルメディア けチャットボット
ソーシャルメディア向けチャットボットは、一般的なサポートの意 でのチャットの自動化も可能ですが、リー
ドを 得、ロイヤルティを高めるために うことも可能です。たとえば、 のような方法でユーザーを購買ま
で 導します。

1. Facebook登 を 導する広告を する
2. 登 したユーザーに対してサービス 介動画やホワイトペーパーをメッセンジャーで する
3.  動画の視 時間やホワイトペーパーのダウンロード完了をもとにオンラインウェビナーを 介し、その視

時間が一定以上を超えたユーザーに対して製品のトライアルクーポンを提供する

　このような一連のやりとりを自動化することで、Facebookで完 したマーケティングも実現できます。同様
にして、LINEを ったチャットボットによるマーケティングも日本では一般的になっています。「ManyChat」 4は
Facebookのページでチャットによる対応を自動化できるソリューションです。 版もあります。

図5-6-4　ManyChat

　ユーザーの 動に合わせ、 るメッセージとタイミングを決めることで自動的にメッセージ ができます。

3　https://ai.userlocal.jp//
4　https://manychat.com/
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第 6  章
オウンドメディアの解析

、ソーシャルメディアのキャンペーンについて、上級ウェブ解析士のコンサルタントから提案がありました。そ
こで、ソーシャルメディアからのセッションについて、ウェブサイト上のユーザーの行動を べて、どの 稿が成果
につながりやすいかを べることになりました。来月の目標売上達成を目 して、ウェブサイトの改善目標と改善す
べきポイントを特定するためです。いったいどのページを直すと売上目標を達成できるのでしょうか
アクセス解析で問題 所を見つけるには、直 率や 率だけを見てもわかりません。「加 」や「 改善 標」など
の 標が役に立ちます。また、アクセス解析では「 が」問題か見つけられても「なぜ」はわかりません。「なぜ」はユー
ザーのページごとの行動や気持ちにあるからです。これらの「なぜ」を知る技術を 介します。
そして、サイト改善が売上にどう貢献するか、事業目標から直 率改善やフォームの改善の目標を算出することも必
要です。自社ウェブサイトを代表とするオウンドメディアですが、アプリもありますし、Google マイビジネスのよう
な「自社でコントロール可能な」メディアはオウンドメディアとなります。ここでは、自社ウェブサイトを中心に、アク
セス解析による問題原 、問題の理由の 定、計画の立案を学びます。

第6章では、オウンドメディアにおけるPDCAを解説します。
➡「6-1　 発展 オウンドメディアの構造と計画立案」では、オウンドメディアの改善のため、構造と計画立案の流れ
および 定に う 標を学びます。
➡「6-2　オウンドメディアの 標の注意点と計算 標」では、各 標の注意点と発展的な計算 標を学びます。
➡「6-3　リファラーの解析」では、各流入元のトラフィック解析の基本を学びます。
➡「6-4　インタラクションの解析」では、ページごとの問題点を知るために えるヒートマップツールやイベントなど、
ユーザーの 動を収集する方法を学びます。
➡「6-5　ウェブサイトの最適化手法」では、ウェブサイトの直 率改善の代表的な手法であるLPO、およびフォーム改
善の手法を学びます。

➡「6-6　 発展 ウェブサイトの問題発見方法と注意点」では、観察による など、オウンドメディアの などの
問題と理由を知るためのリサーチ方法を学びます。
➡「6-7　サイト内広告に関する収益化」では、メディアサイトでは かせない収益 の1つであるサイト内広告の 標
をGoogle AdSenseとアフィリエイトを中心に 介します。
➡「6-8　 発展 商品ページの解析」では、ページ 位の問題改善ではなく、商品 位でもアクセス解析を用いた問題
発見方法を学びます。

➡「6-9　Google マイビジネスの最適化」では、Google マイビジネスの基 とMEOを説明しています。
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6 -1 〈発展〉オウンドメディアの構造と計画立案

　オウンドメディアの定義はさまざまですが、その特 の1つとして、自分でコントロールしやすいメディアである
ことが げられます。ソーシャルメディアやそのほかのメディアでもビジネスを創ることはできますが、すべてを
自分でコントロールできるわけではありません。他者の なくユーザーとの 続的な関 を続けるには、オウン
ドメディアの 在が 要になります。

6 -1-1　オウンドメディアの重要性
　ソーシャルメディアの 要性は増すばかりです。オウンドメディアとしての自社のウェブサイトは、マイクロサ
イトとして企業情報程度のシンプルな内容で構築することも増えています。特に東南アジアや中国では、ソーシャ
ルメディアだけで完 するウェブマーケティングもよく見かけます。インスタグラムで商品を告知し、そのまま販
売するケースや、FacebookページやTaobao（ ）のアカウントのみでビジネスを行い、ウェブサイトを持たな
い企業もたくさんあります。
　しかし、ウェブマーケティングを行うなら、オウンドメディアを持つことをお めします。なぜなら、ソーシャ
ルメディアは自分でコントロールできないからです。自社の 稿の 出や告知は、ソーシャルメディアのプラット
フォーマーによってコントロールされています。最近、Facebookは企業アカウントの 出を らしているので、
出のためには広告の活用が必要不可 となっています。また、いくらソーシャルメディア上でつながりを集めても、
そのアカウントはソーシャルメディア上でしかつながっていません。つまり、 らかの理由でユーザーとのつなが
りが れてしまうと、 もできなくなってしまう可能性があるのです。
　さらに、オウンドメディアのほうが深いコミュニティを創造できます。ソーシャルメディア上のユーザーは、日々
さまざまな情報をソーシャルメディアで得ており、その関心はどんどん 化しています。コミュニティの 在は
要ですが、もっとエンゲージメントの高いコミュニティを創造しようとすれば、ソーシャルメディア上でのコミュ
ニティでは表面的な内容しかコミュニケーションできない場合が多いのです。たとえば、メーカーやレストランが
自社の製品やサービスのファンを集め、よりよい製品を作るためのディスカッションをしたり、新製品のレビュー
をしたりするようなファンとのコミュニティを作ろうとするなら、ソーシャルメディアよりもオウンドメディアの
ほうが向いています。
　本当に深いユーザーとのコミュニケーションを行うためには、自社でコントローラブルなメディアであるオウン
ドメディアの運用が 要です。クラウドの流行もあって、今ではサーバーやドメインも コストで 達できます。
そして、ドメインとサーバーがあればオウンドメディアは 持できるので、オウンドメディア上で えた顧客の情
報は自社で活用できます。
　ソーシャルメディアの 要性は高まっていますが、より 続的に自社とユーザーとのエンゲージメントを高める
ためにはオウンドメディアの活用を強くお めします。

6 -1-2　オウンドメディアの構造
　オウンドメディアには、「ランディングページ」「回 ページ」「フォームページ」「コンバージョンページ」という
4つの役 があります。それぞれで 定する方法や 標が なりますが、各コンテンツは複数のページによって成
り立ち、セッションの数に応じてファネル（ ）の構造になっています。
　実際には、コンテンツの構造とはユーザーの導 上での行動です。フォームページやコンバージョンページは特
定のページを すので、ユーザーの行動によってページが わることはありませんが、ランディングページや回
ページはユーザーの行動によって わります。つまり、あるユーザーにとってはランディングページとして機能し
ていたページが、 のユーザーにとっては回 ページになることがあるというわけです。
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◦ランディングページ
ランディング（ ）という意 のとおり、最初にユーザーが見
るページです。広告のために専用のランディングページを作
成することもあれば、 エンジンなどを経由して目的ではな
いページを最初にユーザーが見ることもあります。ランディ
ングページを 定する 標は「直 率」です。直 率が高いラ
ンディングページは、ユーザーを のページに させること
ができず、ユーザーを していると できます。

◦ ページ
ユーザーが2ページ目以 として するページです。商品
ページや のページなどが回 ページとして機能すること
が多いのですが、ランディングページとして作成したページが
回 ページとして されることもあります。直 しなかっ
たセッションを「回 数」といい、直 しなかった（回 した）も
のの、フォームに至らなかった 合を「回 率」といいます。このように、回 率は、通常、フォーム
達数あるいはフォーム 達率とセットで利用されます。通常の 率はページビューが 定 位ですが、回
率はセッション 位で 定します。回 率（Non Bounce Exit Rate）の算出方法は、 のとおりです。

100 （フォーム ）
　　　　　 100 （フォーム （セッション ））
直 はしなかったもののフォームに 達しなかったページは、回 ページとして問題があり、ユーザーを し
ていると できます。

◦フォームページ
コンバージョンにつながるフォームがあるページです。ショッピングカートや資 求フォームページを含
みます。フォームページに 導するボタンを「CTA（Call To Action）」や「 応 」と びます。また、フォー
ムページに 達した数は「フォーム 達数」、フォームページの成果を 定する 標は「フォーム 率」です。
ショッピングカートでは「カート 率」とも びます。フォームに 達したもののコンバージョンにならな
かったページは、フォームの内容やサービス（クレジットカード決 がないなど）に問題があると できます。
フォーム 率はセッションで表します。フォーム 率やカート 率（Shopping Cart Abandonment 
Rate or Form Abandonment Rate）の算出方法は、 のとおりです。

フォーム カート
　　　　　　　 フォームでの セッション フォーム のセッション
　　　　　　　 100 （コンバージョン フォーム ）
　　　　　　　  100 （コンバージョン （セッション
　　　　　　　　  フォーム ））

◦コンバージョンページ
コンバージョンになったと するページです。たとえば、イーコマースでは、サンクスページがコンバー
ジョンページとなりますが、メディアサイトやサポートサイトなどではコンバージョンがページ 位で明 に
ならないケースもあります。また、コンバージョンがページとして定義できない場合にはJavaScriptを った
イベント（後 ）でコンバージョンの代 とすることもあります。さらに、電 注文が多い場合は、電 をかけ
るボタンにイベントを設定したり、電 の注文件数を 定したりする場合もあります。

　コンバージョンの数を増やすためには、各オウンドメディアのファネルごとの改善を行う必要があります。

ランディングページランディングページ

回遊ページ回遊ページ

フォームページフォームページ

コンバージョン
ページ

コンバージョン
ページ

図6-1-1　オウンドメディア ファネル
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6 -1-3　オウンドメディアの改善の計画立案
　オウンドメディアの構造から、問題点を し、各構造の改善施策を立案します。

オウンドメディアの構造ごとの指標の算出
　 に げたのは、リードジェネレーションサイトにおけるフェーズと 標の説明です。なお、この の中で
表 した部分は、計算時に注意が必要です。

大雑把な解析 フェーズ別の解析

セッション数 8,000
直帰率 70％

セッション数 8,000
直帰率 70％
セッション数 2,400
回遊離脱率 90％
セッション数 240
フォーム離脱率 80％
CV 数 48 / CV 率 0.6%
商談率 25%CV 数 48 / CV 率 0.6%

閲覧開始

回　遊

参照元

フォーム

商　談

受　注

コンバージョン

商談数 12 / 受注率 50%

受注数 6
平均客単価 250 万円
受注金額 1,500 万円

図6-1-2　フェーズ の

　フォームセッション数とフォーム 率からコンバージョン数を算出する際、 純にフォームセッション数に
フォーム 率の「80 」をかけてはいけません。必要なのはフォームで「 しなかった率」なので、100 から
80 を し引いた「20 」を って計算をします。回 率や直 率も、その値を100 から し引いた数値を
って計算します。

広告コスト削減のための直帰率の目標値を算出する
　売上目標を達成するための手 は広告だけではありません。 の を見てみましょう。ある企業は現 1,000万
円の売上を1,500万円に伸ばすことを目標にしています。また、リスティング広告費用は1クリック当たり100円とし
ます。各値は、 の表の「現 」のとおりです。

6-1-1　ある の「 」と「 1」

現 改善案1
（自 流入） 6,400 6,400
（リスティング広告経由流入） 実施 3,200
セッション数 6,400 直 率75% 9,600
回 数 1,600 回 率50% 2,400
フォーム 達数 800 フォーム 率90% 1,200
コンバージョン数 80 商談率25% 120
商談数 20 受注率50% 30
受注数 10 受注 価1,000,000円 15
売上金額 10,000,000円 15,000,000円
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　売上目標の 1,500万円から 算すると、必要なトータル流入数は9,600とわかります。自 流入数に 化がないこ
とを 提とすると、必要なリスティング広告経由の流入は3,200で、リスティング広告費用は32万円と計算できます。
　ここで すべきなのは、目標達成の手 はリスティング広告だけではないということです。 に げたのは、
ランディングページを改善することで直 率を下げる です。

6-1-2　 2

現 改善案2
（自 流入） 6,400 6,400

(（リスティング広告経由流入） 実施 1,600
セッション数 6,400 75%から70%へ 8,000
回 数 1,600 回 率50% 2,400
フォーム 達数 800 フォーム 率90% 1,200
コンバージョン数 80 商談率25% 120
商談数 20 受注率50% 30
受注数 10 受注 価1,000,000円 15
売上金額 10,000,000円 15,000,000円

　売上目標から 算するという手法は改善案1と同様です。改善案2では、ランディングページの改善で直 率を下
げることに成功したため、必要とされるトータル流入数が改善案1の場合よりも少なくなります（9,600 8,000）。そ
の 果として、必要とされるリスティング広告経由の流入は1,600となり、リスティング広告費用は16万円と計算
できます。改善案1と すると、同様の目標を達成するために必要な広告費用は16万円 安となります。つまり、
ランディングページの改善に16万円までならコストをかけてもよいことがわかります。あるいは、広告費用は毎月
発生するのに対して、ランディングページ改善の 果は数か月にわたって 続することを 提にすれば、ランディ
ングページ改善は16万円以上の費用をかけても「 に合う」といえます。

広告コスト削減のためにフォームの離脱改善目標値を算出する
　さらに、フォームの 率を改善することで広告費用をかけない方法を えてみましょう。

6-1-3　 3

現 改善案3

（自 流入） 6,400 6,400

（リスティング広告経由流入） 実施
セッション数 6,400 直 率75% 6,400

回 数 1,600 回 率50% 1,600

フォーム 達数 800 フォーム 90%から
75%へ

1,200

コンバージョン数 80 商談率25% 120

商談数 20 受注率50% 30

受注数 10 受注 価1,000,000円 15

売上金額 10,000,000円 15,000,000円

　改善案3では、フォーム 率を75 に改善することでコンバージョンが増え、広告費用なしで売上目標を達成
できます。これならば、32万円かけてフォームを改善してもよいことになります。
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6 -2 オウンドメディアの指標の注意点と計算指標
　セッション、ユーザー、 在時間の注意点とアクセス解析の 標を 介します。

6 -2-1　アクセス ツールの による の
　アクセス解析で 定する 標は 定方法によって 定と なるデータになることがあります。 のような注意
点を理解してデータを利用するようにしてください。

ページビュー数の注意点
　もっともシンプルなカウント方法であるため、 定方法・計算方法などによるズレがもっとも少ない 標ですが、
のような理由で値が なります。
　クローラーなどのノンヒューマンアクセスは、サーバーログ型やパケットキャプチャーではカウントされますが、
ウェブビーコン型ではカウントされません。ウェブビーコン型はJavaScriptを用いて 定していますが、クロー
ラーはこのようなJavaScriptを 視することが多いため、ウェブビーコン型のアクセス解析ツールは 応しないた
めです。また、ブラウザーがキャッシュしたページでは、 定方法で値が わります。ウェブビーコン型の場合、
ブラウザーで表 すれば計 タグが み込まれるのでインターネットに接続された環境なら計 できます。一方、
サーバーログ型やパケットキャプチャー型ではカウントされません。

セッション測定の注意点
　セッションを 定するには、ページごとの （ページビュー）とセッション（訪問）を関連付ける必要があります。
主に のような方法があります。

◦IPアドレスとユーザーエージェントが同じものを同一セッションとして 定する方法
◦クッキーを って同一クッキーを持つものを同一セッションとして 定する方法

　ウェブビーコン方式ではクッキーを利用し、サーバーログ方式やパケットキャプチャー方式では IPアドレスや
ユーザーエージェントを利用します。IPアドレスやユーザーエージェントの場合、同一の接続ポイント経由で複数
のパソコンから同じOSやブラウザーで（同じユーザーエージェント）でアクセスがある場合は、 なる による
であっても、同じセッションと見なします。一方、公 回 を ったモバイル経由のアクセスでは、 動によっ
て IPアドレスが接続ごとに 化するため、同じ でも なる によるセッションと見なします。クッキーで
定している場合でも、クッキーを受け入れない設定をした ではページを するたびにセッションが れま
す。スマートフォンは基本的にサードパーティクッキーを受け入れない設定なので、サードパーティのアクセス解
析ツールでは同様にセッションが れます。
　一般的なアクセス解析
ツールでは、ブラウザーを
じるまでセッションが
続します。計 対象のウェ
ブサイトから 動し、 の
ウェブサイトを しただ
けではセッションは れま
せん。つまり、 のサイト
を 後に び計 対象の

A ページ B ページ C ページ A ページ B ページ C ページ

30 分以上経過

30 分以内に遷移

A ページ B ページ C ページ

1セッション3 ページビュー

A ページ B ページ C ページ

2セッション6 ページビュー

1セッション6 ページビュー1セッション3 ページビュー

図6-2-1　セッションが切れる
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ウェブサイトを訪れると、セッションは 続していることになります。
　セッション 了時間の設定を 更できるツールもあり、 6-2-1のような設定の場合、同じページを30分以上見続
けているとセッションが れたと します。なお、Google アナリティクスでは、外部サイトが参 元になってい
るとセッションが れるため、この問題はありません。また、1日の わり（24時）でもセッションが れます。

ユーザー測定の注意点
　ユーザーの 定で主に用いるクッキーはブラウザー に管理されるため、同じ人が なるブラウザーや （た
とえば、個人用PCと会社用PCとスマートフォン）でアクセスした場合には同じユーザーと 定できません。つま
り、1人であってもPCとスマートフォンでアクセスすると2ユーザーとしてカウントされることになります。
　このように、ウェブサイトへアクセスする機器が多様化していることも相まって、ユーザー数の正 なカウント
は しいのが現 です。対策として、ウェブサイト内でユーザーが会員 IDを ってログインするときに、クッキー
にその情報を関連付けることで、 なるブラウザー・ 経由の訪問も1人のユーザーとして 定するという方法も
あります。ただし、ユーザーが自分のアカウントでログインしたくなる仕組みを持っている必要があり、システム
の構築も必要となります。
　また、アクセス解析ツールで新規ユーザーとリピーターを計 するときには、 のような問題が起こる可能性が
あります。

◦アクセス解析ツールを導入する以 に
訪問実績のあるユーザーが、新規ユー
ザーと 定される

◦クッキーが されていたりセキュリ
ティツールでクッキーが になっ
ていたりする場合、リピーターも新規
ユーザーと 定される

◦クッキーの有 期 が れたユーザー
が新規ユーザーと 定される

　このような特性により、新規ユーザーは
定時期によって わります。たとえば、
6-2-2のような場合、1月1日から8月31日

までの新規ユーザー率は100 で、8月1日から8月31日の新規ユーザー率は50 となります。新規ユーザーが 少
したという はできないことに注意してください。
　また、「ユーザー」という 葉の定義が関 者間で なる認 になっている場合があることにも注意が必要です。
ネットショップ支援サービスなどでは、アクセス解析ツールとは なる方法で新規購入者とリピート購入者の
を「ユーザー」として取得していることがあります。サポートサイトの運用では、製品の利用者を して「ユーザー」
としているケースがあります。 のため、 葉の定義をレポートに するなどして認 のズレがないようにして
ください。

滞在時間の注意点
　ページ 在時間は、対象とするページの 開始時 と、 に見たページの 開始時 との で求めます。
セッション 在時間はセッションの最初に見たページの 開始時 から最後に見たページの 開始時 です。

解析期間
1月1日

新規訪問

8月31日

8月31日8月1日
集計期間

ユーザーA

ユーザー B

ユーザーC

リピート訪問

集計期間（8月1日～8月31日）において、
新規セッションは 1（ユーザーC）、ユニークユーザーは 2（ユーザー BとC）なので、
新規ユーザー率は 50%（1÷2）となる。

図6-2-2　 ユーザー の



316 ェ

オ
ウ
ン
ド
メ
デ
ィ
ア
の
解
析

第
6
章

〈ページ滞在時間〉 〈サイト滞在時間〉　

閲覧開始時間 閲覧開始時間

計測対象ページA 計測対象ページB

ページA の滞在時間

A の次に何も閲覧されない場合は計測されない注意 !

最初のページの
閲覧開始時間

離脱したページの
閲覧開始時間

閲覧開始
ページ

離脱した
ページ

ユーザーの滞在時間

同一セッションで、最初のページの閲覧開始時間～
最後のページの閲覧開始時間までを計測

図6-2-3　 の

　そのため、最後に したページの 在時間は、求めることができません。また、直 したセッションは 在時
間が0 になります。このことから、ページ やセッション の平 在時間も注意が必要で、本来なら 在時間0
のセッションについては分 に加えるべきではありません。しかし、ほとんどのアクセス解析ツールでは分 に
加わっているので、平 在時間は注意して利用してください。

TOP
(index)

商品ページ
A

商品ページ
B 離脱

サイト
滞在時間 8 分間

5 分間

16:00 16:05 16:08 ?

3 分間 ?ページ
滞在時間
閲覧開始
時間

このページの滞在時間は
計測することができない

TOP
(index)

商品ページ
A

商品ページ
B 離脱

ただし、ブラウザーは
閉じていない

離脱

流入

サイト
滞在時間 35 分間

10 分間

18:00 18:10 18:35 ?

25 分間 ?ページ
滞在時間
閲覧開始
時間

図6-2-4　 のページの は合 されない

　
　 6-2-4の の場合、セッションには最後に見た「商品ページ」の 在時間は合算されないため、 在時間は8分
です。 在時間の 定はセッションが 続している間、続きます。セッションの 目で説明したとおり、同一ペー
ジを30分以上見ているとセッションを るのが一般的です。 6-2-4の右 の では、最初のアクセスでは18:10以
にサイトから していますが、18:35にまた を開始しています。この場合、間の25分間も 在時間に含ま
れるので、 在時間は35分となります。
　解析ツールによっては、ブラウザーを じても30分以内に びブラウザーを開いた場合にセッションをつなぎ直
す機能を持つものや、セッションだけではなくリファラーも見て、外部サイトからの流入の場合にセッションを分
けるものもあります。
　Google アナリティクスでも同様の仕様で 在時間を 定していますが、 最後のページでイベントが発生し
たときは、その時間を 了時間と見なしています。つまり、「イベントトラッキングでボタンを した」「リンクを
クリックした」といった 動にイベントトラッキングを設定していれば、そのイベントを したときを最後の時間と
して 定するようになっているわけです。
　なお、アクセス解析ツール（特にヒートマップツール）は、定期的にユーザーの を 認することで最後のペー
ジの 在時間もわかるものもあります。
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6 -2-2　〈発展〉課題発見に有用な計算指標
　直 率や 率は目安になりますが、そのままでは改善すべきページを見つけることは です。そこで、 の
ような計算をすると課題となるページをすばやく見つけることができます。

加重直帰率
　直 率の高いページはユーザーを がす問題があるかもしれませんが、直 率の高いページの順に表 すると、
セッション数は多くないページが上位になります。このようなページを改善してもセッション数は いため、サイ
ト全体の改善になりません。
　直 率については、サイトにおけるページの 要度を する必要があります。そこで、直 率にページビュー
数で み付け（加 ）をすることで、改善するとサイト全体の改善 果が高いページを発見できます。こうしたペー
ジのページビュー数の大きさを加 した直 率を「加 直 率」（Weighted Bounce Rate）といいます。加 直 率
は解析ツールによって算出式に はありますが、たとえばAdobe Analyticsでは のように算出します。1

（（Single Access）（Entry Pages））（（Page Views）（Total Page Views））

　ここで、Single Accessは「1ページしか見ていないセッション（直 のセッション）」、Entry Pagesは「そのページを
入り口（ランディング）としたセッション」、Total Page Viewsは「サイト全体のページビュー数」です。また、Google 
アナリティクスでは加 によって べ えが可能で 2、加 直 率の高い順 でソートして画面上で明 できます。
　ページの改善優 度を表面上の 率だけで見 らないために、ページの 要度を加 して優 順位を 定してく
ださい。

離脱改善指標
　 率は高いところから改善すべきですが、 率が高いページを見ると、 率は高いものの、セッション数
が少ないページが上位になってしまいます。一方で、 数の高いページを べても、セッション数も多いため、
に関する 標は、そのままではオウンドメディア改善に いにくい 標になりがちです。

　 の改善においても、トラフィックが多く、 率も高い部分から手を けていくことにより 率的に改善を
行えます。その改善の となる 標が 改善 標です。

（ ）2 PV

　この 標では、 から直 による を いています。これにより、流入も多く、直 も多くなってしまいが
ちなランディングページなどは 外できます。さらに、この問題を強 するため、2 して、ページビュー数で っ
て、ページビューの に（ 直 ）の問題が大きいページが上位に来るようになっています。

1　https://theblog.adobe.com/advanced-content-analysis-weighted-bounce-rate
2　https://support.google.com/analytics/answer/1042020?hl=ja



318 ェ

オ
ウ
ン
ド
メ
デ
ィ
ア
の
解
析

第
6
章

6 -3 リファラーの解析
　オウンドメディアのトラフィックは、リファラーとパラメーターを用いて分 をすることで を できます。

6 -3-1　リファラーとチャネル
　そもそもアクセス解析では、リファラー（参 元ページ）をもとに、ブラウザーが しているページの に参
したページを知ることができました。リファラーには、 のような情報が含まれています。

◦ページのドメイン
◦ページのURL（アドレス）
◦ページのパラメーター

　特に、ページのパラメーターを見ることで、以 は エンジンで う フレーズを知ることもできました。
しかし、リファラー情報では、どのようなメディアなのかわかりにくい場合もあります。たとえば、Googleからの
訪問でも、 エンジンのGoogleとソーシャルメディアのGoogle+では内容は なるはずです。そのため、アク
セス解析ツールでは、マーケティングを行いやすくするため、「チャネル」と ばれる内容に基づいた分 をしてい
ます。Google アナリティクスやSimilarWebなどで われるチャネル一 を表6-3-1にまとめました。

6-3-1　 なチャネル

チャネル名 要
Direct noneやno referrer、参 元なしとも ぶ。リファラーが取得できず、パラメーターでも でき

ないトラフィック

Organic Search 自 とも ぶ。広告ではない エンジンからのトラフィック

Social ソーシャルメディア経由のトラフィック。YouTubeやメッセンジャーも、一般的にソーシャルメ
ディアのトラフィックとしている

Referral 上 どれにも さないウェブサイトからのトラフィック。企業のページや個人のブログなどが
当する

(other) どのチャネルにも当てはまらないトラフィック
Display ディスプレイ広告経由のトラフィック。リマーケティングなども含まれる
Affiliates アフィリエイト広告経由のトラフィック
Paid Search CPC（Cost per Click）、PPC（Pay per Click）ともいう。 エンジン連動型広告からのトラフィック
Email 一般的にはメール経由の訪問はノーリファラーだが、リンクにパラメーターを付けるとメール経

由のトラフィックと できる

Other Advertising DisplayにもPaid Searchにも 当しない広告

　イタリックにしたDirectからReferralまではリファラーがあれば して り分けられます。しかし、Display以
についてはパラメーターで しています。また、パラメーターを用いることでチャネルを 更したり、アクセ
ス解析の設定でSocialやOrganicに加えるメディアを増やしたりすることもできます。
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6 -3-2　 のオウンドメディアトラフィックの
　運用型広告ではトラッキングコード、アクセス解析ツールではパラメーターを って広告をクリックして訪問し
てきた数を 定できます。なお、同じユーザーが 度もクリックしても広告を課金しないようになっています。

広告効果測定ツールとアクセス解析の数字の違い
　アクセス解析ツールと広告 果 定ツールや運用型広告の管理画面では、クリック数やコンバージョン数のカウ
ント方法が なります。
　 連動型広告（後 ）の管理ツールでは、クリック後の所定日数以内のコンバージョンまでを成果と見なす設定
になっています。一方で、アクセス解析ツールではクリックされたセッションでのコンバージョンしか成果として
定できないため、ツール間の が生まれます。たとえば、広告をクリックしたセッションではコンバージョン
せず、そのあとでノーリファラーでコンバージョンした場合、Google 広告ではこの広告の直接コンバージョン、ア
クセス解析ではノーリファラーのコンバージョンとカウントします。
　また、Baiduのような広告では、クリック後ウェブサイトの表 ができない、あるいは することでサイトに
達しないことがあります。対策としては、中国で利用できないサービスの利用を めることやスマートフォンを
中心にした いデザインにすることなどが求められます。

悪質なリファラースパムの除外
　アクセス解析のツールの中には、参 元の解析 果からURLを直接クリックし、どのようなサイトからの訪問で
あるかを 認できる仕様になっているものがあります。こうした解析ツールの仕様が 用され、集客目的で 関
なウェブサイトからリファラーが されることがあります。このような参 元は「リファラースパム」と ばれ、
直接アクセス解析ツールに 作 にデータを り、参 元としてデータを 積させます。たとえば、 参 元と
して現れ、明らかにターゲットとしていない国やウェブサイトからのアクセスであった場合、ユーザーからのリン
クではなく、機 的なリファラースパムであることを いましょう。そのようなデータは不要なので、フィルタ機
能などで 外設定をして、分析対象外にします。

閲覧ユーザー

ウェブサイトの
情報

読み込まれた
タグ情報の
データを送る

偽タグ情報の
データを送る

参照元のリンクで誘導させる

サイト運営サーバー

Googleアナリティクス
サーバー

サイト運営
アクセス・ウェブ解析タグ

タグ

リファラースパム
配信業者

この参照元は
どこだろう？

図6-3-1　リファラースパムの み

　このような事業の成果につながらない 意 な参 元データの 果をすべて鵜 みにして解析をしてしまうと、
新規ユーザー率や直 率などユーザーの行動を知るためのデータにも してきます。参 元には 外としてと
らえるべき事象があることを理解し、場合によっては分析の対象外にすることや、クライアントに注 や 説明
をすることが必要です。
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6 -3-3　パラメーターによる の
　パラメーターによってアクセス解析で広告の 果を 定できます。広告の管理画面などのツールと べると、
キャンペーンのインプレッション情報などを直接収集することはできませんが、アクセス解析なら、コンバージョ
ンの 後に見たページやほかのメディアや自 との ができます。

キャンペーンごとの比較
　複数のキャンペーンを することで、広告の 果を 認して の行動のヒントにします。

図6-3-2　あるサイトのキャンペーン の

　 6-3-2は、キャンペーン の解析 果です。パラメーターとしてキャンペーン名を入れているため解析ができま
す。たとえば、「Experience」というキャンペーンは直 率が高く、成果がないことがわかります。広告の 果を知
るにはこれで十分ですが、 が問題だったかを知るためにはバナーや などを べる必要があるでしょう。
これらの原 を することで、今後のキャンペーンでどの媒体にどんなバナーを すればよいかを知ることが
できます。

〈発展〉広告を要素に分けた解析

メディア の

　上 は、メディアごとの要 に分けた 果です。コンバージョンにもさまざまな種 があり、「email」はコンバー
ジョンがあっても売上はない（メールで したユーザーの売上がGoogle アナリティクスで 定できていないた
め）ことなどがわかります。
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ソース の

　上 のように、ソースに分けた解析をすると、 した媒体ごとの 果がわかります。「recommend_events」は
直 率が高いものの、直 しなかったユーザーはコンバージョンにつながっているため、バナーや広告文の見直し
が必要そうです。
　このように要 で分けることで、キャンペーンの 体的な問題点に気付くことができます。

6 -3-4　ノーリファラーの
　ノーリファラーになる代表的な要 は、 の5つです。

6-3-2　ノーリファラーの なケース

ケース

メール本文に のURLをクリックした
場合

メール本文のURLはパラメーターを設 しないとノーリファラーとなる

お気に入り（ブックマーク）から訪問され
た場合

ページ（参 元ページ）がないため、必 的にノーリファラーとなる

URLを直接入力した場合 ページ（参 元ページ）がないため、必 的にノーリファラーとなる
SSLで 化されているページから、
化されていないページへ した場合

SSLで 化したページを知らせないため

アプリケーション経由 ブラウザー以外のアプリによるアクセスはノーリファラーになる。ただし、
あえてアプリがリファラーを付与するケースもある

　ユーザーがブラウザーベースでメールを一 してクリックした場合、リファラーとして ることもあります。当
ですが、リファラーを 認してもメールソフト内部なので は できません。表6-3-2に げた代表的な5つ
のほかには、WordやExcelなどのアプリケーションからのリンクや、RSSの一部、FlashやJavaScriptを 用したリ
ンクについてもノーリファラーとして われる場合があります。
　ノーリファラーは、Google アナリティクスでは「（direct）/（none）」となるほか、それ以外の解析ツールでは「リン
ク元なし」「お気に入り登 」と表 されるケースもあります。

ノーリファラーの解析のポイント
　ノーリファラーであっても、なるべく特定できるようにします。そのままではトラフィックがわからないため、そ
れを知るためにURLにパラメーターを付与する、もしくは専用のランディングページを に設けて、アクセス元を
特定するなどの対策が えられます。
　ユーザーによるソーシャルメディアでの 稿など、パラメーターを付与できず、参 元の特定が しいノーリファ
ラーの訪問では、少ない情報から を する必要があります。
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　一般には、これらの対策を行った上でノーリファラーによる訪問の 率が高い場合、 エンジン経由やその他
のウェブサイトからのアクセスの 率が いことを意 します。 い えると、新規ユーザーが訪れることの多い
経 からの訪問が少ないということです。新規集客施策が不 しているため、 エンジンやそれ以外の参 元
（ブログなど）からの流入が少ないということが えられます。
　しかし、ノーリファラーでも新規訪問率が高くなる場合があります。リファラーを消している公共の掲 板に
されたときや、ソーシャルメディアやメッセンジャーで 題になり、新規に訪問している場合です。
　直 率が高い場合、多くのユーザーが目的の情報がないと したのかもしれませんが、必要な情報を得て目的
を達成したためにページを じている可能性もあります。このような新規訪問率や直 率からユーザー や参
元を し、施策を えましょう。

 ノーリファラーの解析例
　ノーリファラーの場合に、いかに すべきか、数値 から えてみましょう。たとえば、ノーリファラー経由
のアクセスを 認したところ、ランディングページ に のようなデータを得られたとします。

6-3-3　ランディングページ のノーリファラーの

ランディングページ セッション数 新規訪問率 直 率

ページA 10,000 30 80

ページB 10,000 80 30

　ランディングページAはリピーターが多く、ほとんどが直 しています。ページAはリピーター向けの情報があ
るにもかかわらず、それほど関心を持たれていないかもしれません。リピーターが関心を持ちそうなリンクを増や
す、バナーを目立たせるといった施策が えられます。ランディングページBは新規が多く、直 もしていません。
ウェブメールやスマートフォンアプリ経由で多くの人の目に留まったのでしょう。さらに新規ユーザーの目に れ
るべく、 事の広告やPRを強化してもよいでしょう。
　このように、同じセッション数でも、ほかの 標と せて見ることでユーザー も参 元もまったく なり、施
策が わってきます。実務でも数 の関 からユーザーと参 元を理解するようにしてください。

6 -3-5　ソーシャルメディアのリファラーの
　ソーシャルメディア経由のトラフィックは、ブラウザー経由であればリファラーが取得できますが、アプリ経由
の場合はノーリファラーになります。したがって、アプリ経由でのウェブサイトへのトラフィックを 定するため
には、パラメーターを設定するようにします。
　自社ソーシャルメディアアカウントからのトラフィックは、管理画面から 認できます。しかし、多くのソーシャ
ルメディアからのトラフィックでは、メディアやソースの はできても 体的なリファラーはわかりません。た
だし、エントリーごとにパラメーターを付与すれば、エントリーごとの 応の数がわかることがあります。
　アクセス解析では、自社アカウントに らないソーシャルメディア経由の行動がわかります。ソーシャルメディ
アごとのセッション数の多さや 在時間の長さを見ることで集客できている、あるいは関心を持たれているメディ
アがわかります。
　また、自社アカウントでは、パラメーターを わないとエントリー（ 稿 事）ごとの 応はわかりませんが、ラ
ンディングページを見ることで、ある程度は することも可能です。この 応は自社アカウント以外も含むので、
どんな 事がソーシャルメディアでリンクされているかを知ることも有 です。
　 に したのは、URL のランディングページのソーシャルメディアからの訪問です。
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図6-3-3　SNSからの

　セッション数が多いところが、必ずしも 在時間やPages/Sessionsが高くないことがわかります。

6 -3-6 　オーガニックサーチのリファラーの
　オーガニックサーチのリファラーを見ることで、 エンジンごとのトラフィックがわかります。ただし、現在で
はGoogleなどの主要な エンジンは クエリをリファラーに含めていないため、アクセス解析では した
体的な クエリがわかりません。アクセス解析では、ランディングページをもとに フレーズを します。
　 クエリ情報を知るためには、Google Search Consoleが提供する クエリ情報を活用しましょう。
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6 -4 〈発展〉インタラクション解析の手法

　ここでは、アクセス解析では取得が しいユーザーの 動を収集する方法を 介します。ユーザーとシステムの
インタラクション（人間の行動と対応するシステムの 動）の解析を行う手法と 標を学びます。

6 -4-1　イベントトラッキングやPropによる解析
　 純にアクセス解析を設 しただけでは なインタラクションの解析を行うため、ウェブサイトでJavaScript
を用いる方法です。Google アナリティクスでは「イベント」と びます。Adobe Analyticsでは、Propなどのカスタ
ム 数を用いて 動を収集します。
　 のようなユーザーの 動について、データの収集が可能となります。

◦ページ内のクリエイティブごとのクリック数やスクロール数
◦PDFへのリンクのクリック数や外部サイトへのリンククリック数
◦動画の 生時間や した時間
◦フォーム上でのユーザーの 動
◦電 をかけるボタンのクリック数
◦直 や したページの 在時間

　たとえば、スクロール をイベントで 定することで、どこまで まれたかがわかります。

図6-4-1　イベントを ってスクロール を する

　 6-4-1から、スクロール 達率50 まで したユーザーは全体の14.39 であることが み取れます。

図6-4-2　イベントを ってフォーム を する

　また、フォーム 達を 定する場合、 6-4-2のようにイベントを うと、どのフォームまで入力したかがわかり
ます。ただし、JavaScriptが起動しなければ 定できないため、正 な数 ではありません。たとえば、電 をか
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けるボタンを しても、 したという 動が 定されただけで、本当に電 をかけたかどうかはわかりません。
　Google アナリティクスのイベントは、 のような定義ができます。どの 動にどのイベントを 付けるかは、
JavaScriptの定義の仕方で決まります。

◦Category イベントの分 、Scroll distance、clickPDFなどの 名を行う
◦Label イベントで収集したデータのラベル。 URLやPDFファイル名（リンク の名 ）など
◦Action ユーザーの 動。scrollやclickなど

　なお、イベントと同じようなデータの収集方法に「バーチャルページビュー」があります。同じようにJavaScript
で 動を 定しますが、 いはページビューとしてカウントする点です。
　最近はタグマネージャーを うことで、イベントやPropによるインタラクション解析が可能です。ウェブページを
作する必要がなく 定ができる点や、イベントをもとに 果的な広告 やページの表 の り えもできます。

6 -4-2　ヒートマップツールの指標
　ヒートマップは、ウェブページの訪問者全員の動きを統合し、クリックされたところや注目されたところを視覚
的に表現したものです。ウェブページ訪問者のクリックやスクロールを視覚化し、コンバージョン率とユーザビリ
ティを最適化できます。ヒートマップ機能を えたほとんどのウェブ解析ツールには、「クリックヒートマップ」「ア
テンションヒートマップ」「スクロール 達率」という3種 が実 されています。

クリックヒートマップ
　当 ウェブページの訪問者がクリックした場所を 認できます。クリッ
クヒートマップでは、リンク、画 、テキスト、スペースなど、当 ウェ
ブページの訪問者がクリックしたあらゆるところを 認できます。クリッ
クが多いと で表 されるので、クリックされにくい場所から問題点を
発見できます。それにより、どの広告、画 、リンクがあまりクリックさ
れていないのか、CTAがクリックされなかった原 は だったのか、コン
バージョンに至るまでに がボトルネックになっているのかを い出せま
す。ユーザーが間 ったり、 ったり、 いしたりしている を明らか
にし、ユーザーにとって い勝手がよく、 訪問したいと思うウェブペー
ジに改善できます。
　また、クリックヒートマップとA/Bテストを組み合わせると、A/Bテスト
のページごとのクリックの から、容 に問題点や特 がわかります。
　 6-4-3に げたヒートマップからは、東京よりも宮城の講座を してい
ることがわかる一方で、北海道の上のほうに間 ったクリックがあり、「地
域 講座・ 験日程」のタイトルにリンクがあると思うユーザーがいること
がわかります。また、 は地名よりも地 、それも長崎付近をクリック
していることも興 深い事象です。

アテンションヒートマップ
　スクロールでどのエリアがよく見られているかわかります。ウェブページの特定のエリアが訪問者にどれだけ注
目されているかがわかるので、どのようなコンテンツに関心があるのか、どんなところを まずに飛ばしているの
かを できます。ほとんどの訪問者が まずに飛ばしてしまうエリアは、訪問者のストレスを増加させ、潜在顧
客や見込み客がウェブページから する原 になる可能性があります。

図6-4-3　クリックヒートマップの
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　また、ウェブページのレイアウトに加えたわずかな 更が、コンバージョ
ン率の改善に大きく寄与することがあります。たとえば、広告の位 を最適
化し、ユーザーのアテンションがより多く集まるようにして、広告の収益を
増加させるといったことなどです。そのためには、アテンションヒートマッ
プを って訪問者がどこに注目しているのかを分析し、広告の 更を行
い、広告による収益を最適化します。
　 6-4-4のアテンションヒートマップを見ると、中国と 国と ・ 地
はユーザーの関心が いことがわかります。

スクロール到達率
　ページの最上部の位 から、 やほかのページに 動した際に全体の
までであったのかを す 標です。ウェブページ上で、ユーザーがどこ

までページをスクロールし、どの地点でページを したのか、ページを
れる原 がどこに 在しているのかを できます。スクロール 達率を
見ることで、ウェブページのレイアウトを 構成してコンテンツの有 性を
最大化できます。たとえば、ウェブページの中ほどのコンテンツが注目を集
めているものの、そのコンテンツまで 達しているユーザーが全体の 3
しかいないなら、このコンテンツをページ上部に 動すれば、より多くの訪
問者に見てもらえるということです。
　広告の位 の最適化以外でも、ページの最適な長さを する場合にも、
スクロール 達率のデータが有用です。ウェブページの訪問数と、実際にそ
の広告が掲 されている位 までスクロールした訪問数はイコールではな
い場合があるからです（広告がファーストビューに設 されている場合は、
スクロール 達率の上ではイコールになります。もちろん、ユーザーがその
広告の内容を本当に認 したかどうかは、アイトラッキング を実施した
り、アンケートを ったりなどしないと べることはできません）。
　また、スマートフォンとPCで同じページのスクロール 達率を べると、
環境によってどこまで見られたかの いがわかるため、UIの改善ポイントを発見できます。

図6-4-4　アテンションヒートマップの

図6-4-5　スクロール
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図6-4-6　デバイス のスクロール

精読率とヒートマップ
　 率とは、もともと新聞広告などの接 の で われていた用語です。ウェブ解析における「 率」と
は、「ウェブページの中でどこまで まれていたか」を す 標です。
　実際のヒートマップツール上では、「スクロール 達率」のデータは、ここまでは の訪問が 達、さらにその
下までは の 達という で表 されます。一般に、ウェブページのフッター部分のスクロール 達率は10
満といわれています。 率の計算式を「ページの最後まで見た訪問 ウェブページの全訪問」と定義すると、ほと
んどのウェブページが 率10 満となってしまい、 標として い勝手が いものになります。
　そこで、すべてのページを一 の基準で 率を 定するのではなく、ページの特性に合わせて基準を えます。
たとえば、 事であれば、 事本文の最後の行までのスクロール 達率を 率と見なします。あるいは、イーコ
マースサイトの商品 ページの場合は、当 商品の説明が わったところまでのスクロール 達率を 用したり、
さらにその下の関連商品やおすすめ商品の表 が わったところまでのスクロール 達率を 用したりと基準を
えてみます。これらの は、分析者の に委ねられます。
　ヒートマップツールは、ほとんどの場合、アテンションヒートマップの機能も えています。ヒートマップツール
による分析は「どこまで まれたか」がわかるのに対して、アテンションヒートマップは「どこがよく まれたか（よ
く見られたか）」がわかります。この両者を 用することで、訪問者がコンテンツの内容をしっかり見てくれるウェ
ブページを作成できます。

6 -4-3　サイト内サーチに関する指標
　規模の大きなサイトでは、ユーザーが情報を見つけやすくするため、サイト内 フォームを設 することがあ
ります。この機能の利用 を べると、コンテンツやUI、集客の改善アクションにつなげることができます。現
在ではGoogleやYahoo! JAPANなどで キーワードが取得できなくなっているため、もれなくデータ取得でき、

意 やサイトとの関連性が高いサイト内 は貴 なデータです。どんなキーワードが されているかを
めて「なるほど」と満 するのではなく、ビジネス成果につながるような分析と提案をすることが 要です。
　サイト外 （ エンジン）とサイト内 の主な いは、 のようなものです。

6-4-1　サイト とサイト

サイト外 サイト内
タイミング サイト訪問の サイト訪問の後

サイトとの関連度 高 高
計 の 性 高 入力された全クエリ
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そもそもサイトの成果に貢献しているのか？
　 かい分析や改善に飛びつく に、そもそも「サイト内 」という機能がサイトの成果に貢献しているのかを
かめましょう。サイト内 を利用するセッション（人）と利用しないセッション（人）をディメンションとしたレ
ポートを作成 1し、 ではなく に 目した長期的な行動の 化を します。

図6-4-7　サイト の利 の によるコンバージョンの

　この では、サイト内 を利用するセッション（Visits With Site Search）はわずか0.43 ですが、直 率が く、
購入のコンバージョン率も高いことがわかります。中間コンバージョン（最 的なコンバージョンに 達する に
訪問するページ、キャンセルページや規 のページなど）を含む各種の目標もレポートに 加して するとよい
でしょう。
　セッションという 期の行動だけではなく、訪問者（サイト内 を利用したことがある人）を長期的に べてみ
るのもよいでしょう。

アクションを して する
　サイト内 は「こんなこともわかるのですね」で わらせないため、実行可能な改善アクションを意 し、その
意思決定に必要なデータを集めて分析すると 果的です。サイト内 の分析によって、たとえば、 のような改
善アクションにつなげることができます。

◦コンテンツやナビゲーションを する
よくサイト内 されるキーワードと、そのサイト内 が行われるページを び付けます。高いモチベー
ションでサイトを訪問し、そのページに 達したのに見つからない情報があったということがわかります。

図6-4-8　サイト キーワードごとのサイト

 「（ ）開始ページ」を「 キーワード」でクロス集計すると、どのページにどんな情報が りていないかがわ
かります。 に「 キーワード」を「開始ページ」でクロス集計すると、ページにかかわらず、サイト全体で必

1　 Google アナリティクスの場合は訪問者ベースのセグメントを作成します。Adobe Analyticsの場合は、eVarやセグメントを活
用できます。
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要とされている情報なのか、それとも特定のページで しているのに見つかっていない情報なのかを でき
ます。 果からの 率（Google アナリティクスでは「 による 数の 合」）が高い場合は、見つか
らないので めて している可能性があります。 を しているのかを 定し、実際にサイト内 を実行
して 認します。合 するコンテンツがヒットしない場合は、それに近い コンテンツがユーザーの う
葉を含むように更新する、新規コンテンツを 加する、 エンジンをチューニングするといった改善策が
えられます。
後の 行動系データ（Google アナリティクスでは「 果のページビュー数 / 」「 数の 合」「
後の時間」「平 深度」）は、少しずつ手がかりを得ながら多くのコンテンツを み込んでいる場合もあ
れば、フラストレーションを感じながら仕方なくたくさんクリックしているだけの場合もあり、解 が しい
ので、中間や最 コンバージョンと せて分析します。

◦集客施策を最適化する
サイト内 を実行する訪問者は優良見込み客であることが のような分析でわかっている場合は、サイ
ト内 を実行した時点でコンバージョン（Google アナリティクスでは「目標」）を設定しておくと 利です。
チャネルやキャンペーン、ランディングページなどの集客系の分析をする際に、「サイト内 」というコン
バージョンが えると、「購入にはいたらなかったけれども、サイト内 を実行するようなモチベーションの
高い訪問者を び込むことができた」というような ができます。「ブランド認知」「商品 」「後日リピー
ト訪問」といったほかの中間コンバージョンと せて分析するとよいでしょう。
さらに、サイト内 を実行したことがある訪問者セグメントをターゲットとしたアプローチも 果的です。
Googleのリマーケティングや、サイト 訪問時のコンテンツ出し分けは 的実現が容 です。会員 IDを取
得している場合は、IDを 出し、メールやDMを る、アプリにプッシュ通知を するといったサイト外の
施策とも連動できます。

6 -4-4　アイトラッキング 
　アイトラッキングは、 外 などで視 が える を用いて、ユーザーがウェブサイトを見ているときの目の
動きを 定 する手法です。高価な や専門的な知 が必要になるため、ユーザビリティテストやユーザー
エクスペリエンスを専門とする企業が提供することが一般的です。  
　アイトラッキング では、ヒートマップツールやログ解析などでは できない「視 の動き」を 定し、ウェ
ブ 行動の 程や理由を明らかにします。ウェブ担当者や制作者が もしていなかった不 合や改善点の発
見にも貢献するため、近年その利用が広まっています。  たとえば、クリックされないものの注視されている 要
なコンテンツは か、ユーザーの視 や行動を いどおりに 導できているか、デザインが 果的に機能している
か、最適なコンテンツの や設計の要 は か、スマートフォンアプリの機能の 作性や視認性は いどおりか
といったことを するために利用されています。  
　アイトラッキングの は、ディスプレイの下部に設 する「 え き型アイトラッキング」、メガネのように
して自由行動下の視 を 定する「メガネ型アイトラッキング」に大 されます。利用する は 目的によっ
て決まりますが、得られるデータは基本的に同じで、主に3種 あります。
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6-4-2　アイトラッキング

の種 説明
ゲイズプロット ユーザーの視 の動きを、どこからどの位 を見たか（ ）、どの順 で見たか（数 ）、どの程

度見たか（円の大きさ）を できる
ヒートマップ 注視した時間が長い領域ほど く される。サーモグラフィーのようなグラデーションで、

全体的にどの場所がよく注視されたかがわかる。ログ解析ツールのヒートマップとの いは、
「ユーザーが実際に注視した領域」を可視化していること

Area Of Interest
（AOI 興 関心領域）

任意に設定した領域に対して、視 がその領域に入った時間と回数を算出し、興 関心のある
領域がどの程度注視されたかを する。事後インタビューや事後アンケートを設け、行動の
意 、感情的な要 、 に った内容など、心理的 面までを評価し、より深い洞察を得る
こともできる

6 -4-5　ニューロマーケティング 
　ユーザーの の応 を計 するニューロマーケティングは、従来方法では しかった 意 の心理を定 ・定性
化する最 の 方法です。 葉になりにくい感覚的な表現や、 となくといった思い、 に りにくい行動
中の意 や心理的な 化、ユーザー自身も気づいておらず 葉にできないといった 意 的な気持ちを明らかにす
るような 課題に対して 果を発 します。たとえば、ランディングページの直感的な 象を する場合が
げられます。また、ある領域が著しく注視されているときに、興 があって注視しているのか、わからなくて注視
しているのかを する場合や、本来 えていた回 や行動を 問や課題に応じて えてしまうことが される
場合などにも有 です。
　 意 の感情を定 ・定性化する方法として、 、 流、発 、 、 表情などの計 がありますが、
がもっとも 性があり、 界的に活用が広まっています。その理由は、 が日常環境またはそれに近い環境
で計 することができ、時間的な応 度と 出できる感情の種 が多いからです。
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6 -5 ウェブサイトの最適化手法
　オウンドメディアの改善方法としてさまざまな手法があります。コンバージョンを最適化する「CRO（Conversion 
Rate Optimization）」もありますが、ここではヒートマップツールとLPOとEFOの改善ポイント、解析と改善方法を
介します。

6 -5-1　LPO
　サイト訪問者の入口となるランディングページを工夫し、コンバージョン（ し込み、問い合わせなど）する 率
を高めるための施策を「LPO（Landing Page Optimization）」といいます。
　直 率の高いランディングページには、ユーザーから見て4つの問題点があります。

1. 目的のコンテンツがない
2. ナビゲーションがわかりにくく、サイトに目的のコンテンツがない
3. コンテンツが不十分で内容が い
4. 見にくいためにサイト内を すのが大 そうに見える

　対策としては、 の3つのポイントで改善を します。

◦すぐに がユーザーに わるように 夫する
ユーザーに対して「このサイトにはあなたが求めている情報があります」と 求するためには、見出しやCTAを
「ファーストビュー（above the fold）」に明 します。ターゲットや伝えたい情報が複数あれば、それぞれラン
ディングページを作成します。キャンペーンごとに専門特化したランディングページを作ることで、全体での
直 率も できます。

◦モバイルファースト
モバイルで見たときにわかりやすいページになるように改善します。また、公 回 で接続しているモバイル
でも表 に時間がかからないように、画 などのファイルを 、 化します。

◦ページのナビゲーションをシンプルにする
ナビゲーションをファーストビューに します。また、ナビゲーションの を目立たせたり、クリッカブル
（クリックできる）であることがわかるようにリンクやボタンのデザインをわかりやすくします。また、必要の
ないナビゲーションを し、ユーザーを わせないように工夫します。

LPOを行う方法
　LPOを行う3つの手法を 介します。

1. ごとにランディングページを する
技術的にもっとも なのは、広告を出稿す
るときに、広告ごとに専用のランディングペー
ジを作成する方法です。システム導入の必要
がないため、容 に実施できることがメリット
です。広告とランディングページで情報に
があると、有 な 果を得ることができま

せん。たとえば、「安いテレビ」という フ 図6-5-1　ランディングページによる とLPOツールによる

ランディングページによる改善 LPOツールによる改善

広告効果の改善＝ランディングページによるテストが有効
トップページの改善＝LPOツールによるテストが有効

検索

Top C

広告

Top A

メール

Top B

ページ 1 ページ 2 ページ 3

広告 1

LP1

広告 2

LP2

広告 3

LP3

CV
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レーズに対する広告文には「 テレビが10,000円 。安いテレビ販売の 」というような広告文を掲 し
ましょう。さらにランディングページのキャッチコピーには「 安」「10,000円 」のように関連した内容を掲
します。

2. A/Bテスト
いくつかの なったランディングページを用意してランダムに表 し、
どのページの 果が一 高いかを べる方法です。
なるランディングページ（またはランディングページ内のコンテン

ツ）を2つ以上用意して、アクセスしてきたユーザーにランダムに表
し、それぞれのページビュー数、 数、コンバージョン数などのアク
セス解析データを 定します。一定期間 了後、成果が高かったもの
（ページまたはコンテンツ）を 用するという手法です。Google アナリ
ティクスのウェブテストは、この手法です。

3. テスト（マルチバリエイトテスト）
ランディングページ内の各表 要 の組み合わせを え
て、 果の高い組み合わせを る方法です。
バナーやメインビジュアルなどのクリエイティブ、テキスト
によるコピーを複数用意し、ランダムに、もしくは 定した

合で表 します。それぞれの場合のコンバージョン
を計 し、最適な表 の組み合わせを びます。

Google オプティマイズによるLPO
　「Google オプティマイズ」は、ウェブテストを行うた
めのソリューションです。ユーザーがウェブサイトを
開いた際にHTMLファイルなどを び出しますが、
Googleオプティマイズのタグがあると、Googleのサー
バーからテストパターンが び出され、各ユーザーに
テストパターンが されます。元のHTMLは 更せ
ず、JavaScriptを ってHTMLの上にテストパターンを
表 します。
　Google ChromeにGoogleオプティマイズの 機
能を導入すると、ウェブページの要 をドラッグアン
ドドロップで 更して、テストを実施できます。また、
ユーザーの 動やパラメーターによっての表 の り
えも対応しています。Googleアナリティクスと連携
させることで、より かい解析もできます。

A ぺージ B ぺージ

どちらのページが効果が高いか？

まったく異なるコンセプトのページ

A/Bテスト

図6-5-2　A/Bテスト

多変量テスト

Aパターン Bパターン Cパターン

どの組み合わせの効果が高いか？

ページは同じだが、各表示要素の組み合わせが違う

…

図6-5-3　 テスト

図6-5-4　Google ChromeのGoogleオプティマイズ 1

1　https://chrome.google.com/webstore/detail/google-optimize/bhdplaindhdkiflmbfbciehdccfhegci
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　Google オプティマイズはソースコードも わらないため、SEOの視点でも を与えませんが、テストパターン
を書き える際に画面がちらつくことがあります。
　そのほか、ウェブシステム での表 をGoogle オプティマイズのテストパターン表 が上書きすることでトラ
ブルになることがあります。たとえば、ショッピングカートに入れるボタンのテストを実施している際、ショッピ
ングカートのシステムが「品 れ」で商品を買えないようにボタンを非表 にしたとしても、テストパターンのボタ
ンは表 され続けて、カートに入れられたり決 ができなくなったりするといった可能性が えられます。

6 -5-2　EFO（Entry Form Optimization）
　フォームで の原 になっているところを特定するために、フォームごとの や 在時間を 定したり、
フォームで が起きにくいような入力支援やエラー表 を行う改善を「EFO（Entry Form Optimization）」もしく
は「WFO（Web Form Optimization）」といいます。
　 の高いフォームには、 の4つの問題点があります。

1. フォームの 目が多い、手間がかかる、入力しにくい 目がある
2. ユーザーが求める決 手 やサービスが りない
3. ユーザーに不利益な 件やユーザーがリスクを感じる内容がある
4. 入力エラーの表 が い、わかりにくい、手間がかかる

　対策として、 の4つのポイントで改善を します。

◦フォームの を らし 力しやすくする
不必要な入力 目を らします。性 や生年月日など、必要のない情報を入力させないことです。 な
どは システムを入れ、ふりがなを自動的に提案する機能があると 率は下がります。

◦ユーザーが める やサービスを える
イーコマースサイトであれば、多様な決 手 やギフトなどの機能は必 です。 付 の 更や 、メッ
セージの 付など、ユーザーが 望しないようにオプションサービスを充実させます。

◦ユーザーに なリスクのない 力 を する
SSLによる 化、個人情報の取り いなどの最 担保すべき情報は、フォームから参 できるようにしま
す。また、メール のオプトアウトなども必要です。規 による個人情報利用の合意を取るときも、不必要
な流用がないことも明 します。

◦ 力エラー をスマートに う
全角での入力を強制するなど、不必要に手間のかかる入力エラーは けます。入力エラーもリアルタイムに問
題点を明 すると が ります。また、入力エラー文 も を直せばよいのかの入力 があるとトラブルを
回 できます。

EFOを行う方法
　EFOのための解析方法と改善方法には、アクセス解析のインタラクション解析やヒートマップツールによる解析
と、EFOツールによる改善があります。

1. アクセス のインタラクション
Google アナリティクスなどのアクセス解析のインタラクション 定を利用して、フォームごとの数値から問
題点を発見します。

2. ヒートマップツールによる
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ヒートマップで、ユーザーの 動の可視化し、問題点を発見し
ます。間 ってクリックしていたり、時間がかかっていたりする
ところ（ になっているところ）の原 を えます。

3. EFOツールによる
専用のEFOツールを用いて、フォームの利 性を高めると同時
に、フォーム内のユーザーの 動を べて問題点を発見します。

フォームの課題発見
　フォームとは、ウェブサイトでユーザーからの入力情報を受け付け
る仕組みです。フォームはウェブサイトの成果を る上で 要な役
を担うことが多いため、 かく分析することが求められます。

フォーム破棄率（Shopping Cart Abandonment Rate）
　たとえば、イーコマースサイトで商品を購入する際に、ショッピングカートに商品を入れたものの、実際の購入
までは至らなかったセッションの 合です。ショッピングカートでの購入内容の決定から、 の決定、決 手
の決定、最 決 内容の 認、購入完了までのフローにおいて、 中でカートが されるということは、サイ

トにとっては大きな機会 です。この場合、カート 率ともいいます。

問題点の見つけ方
　フォームは、大きく分けて「入力ページ」「（入力内容を） 認するページ」「完了ページ」という3つのページで構
成されます。入力ページや内容を 認するページの 率が高いのは問題です。入力ページで 率が高い場合、
のページに進むボタンがわかりにくい、セキュリティ面に課題がある（SSLではない、プライバシーポリシーの
がないなど）といった原 が えられます。また、エントリー 目（フォームに入力する 目のこと。入力 目と
もいう）に、 のような問題がある場合も 率が高くなります。

◦フォーム全体で入力 目が多い
◦入力制 がある（全角 定、文 数制 など）
◦エントリー 目の内容がわかりにくい（ 問内容が しい、入力する内容をすぐに できないなど）
◦入力内容が えたくない情報である（年 、家 構成、 型など）

　入力内容を 認するページをさらに分解すると「入力内容の不 を知らせるページ（入力エラーページ）」「入力内
容を 認するページ」があります。入力エラーページの 率が高い場合、どこが入力エラーなのかわかりにくい、
のページに る必要があるといった課題がある場合が多く、入力エラー内容の明 化などの対策が必要です。最
近では、JavaScriptを ってリアルタイムに入力エラーを表 するサイトも増えてきています。入力内容を 認す
るページの 率が高い場合は、そこまで進んで を うケースが 定されるので、「 認メールを 付するの
で、ご 認ください」など、ユーザーの安心感を高める工夫が必要です。

フォームの改善
　フォームの 率改善は、そのままコンバージョンの向上に直 します。フォームの中には複数のエントリー
目があります。フォームの 率が高い場合、エントリー 目のどこまでを入力して したのかを知ることで、
フォームを改善できます。

 カート破棄の課題発見
　カート 率が高い場合は、ユーザーに事 に提 すべき情報を し、画面 のわかりやすさ、ユーザビリ

ユーザーテストやアンケート
調査を用いて課題発見を

ユーザーの
意外な利用実態

制作者・担当者では
気づきにくい欠点

図6-5-5　EFOのメリット
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ティなど、情報設計を改善すれば、 率を させることが可能です。そのために、ユーザーテストでページの
ユーザビリティやユーザーの 用方法を することも してください。サイト制作者やそのサイトを見なれて
いる担当者では、ユーザビリティ上の問題点に、 に気付きにくいためです。よくある問題としては、ユーザーが
理解しにくい がある、「全角カナのみ」などの入力制 がある入力フォームがある、ボタンが いにくい・わかり
にくい、入力エラーがわかりにくい、決 手 が少なくて購入を めているといったことが げられます。決 手
はウェブだけの問題ではありませんが、ユーザビリティ関連はすぐにでも改善施策が可能なポイントです。早期
に課題を見つけ、パフォーマンス向上を りましょう。
　なお、解析ツールによって、 できる情報やページが なります（カートに入れた商品情報、画面 や各画
面での など）。

エントリー項目の改善方法
　改善方法には のようなものがあります。

◦入力制 を める
◦入力制 のエラー内容をわかりやすくする（文 数制 がある場合、入力中の文 数を明 するなど）
◦ しい内容の場合、付近に解説を入れる
◦入力支援を行う（ を入れると 所が一部が出るなど、入力中にアドバイスを表 ）
◦ 式にする

 EFO ツールの活用
　EFOツールは、フォームのエントリー 目ごとの ポイントを べることができたり、フォームの入力支援を
行ったりするツールです。エントリーによって が高いところは、入力情報を見直したり、入力支援を強化した
りすることが必要です。

6 -5-3　 で をつけたいオウンドメディアの
　EFOやLPOを実施するにあたっては、改善するべきポイントとして、 の3点を してください。

CTA(コールトゥアクション）
　リードジェネレーションサイトにおける資 求リンクやお問合せボタンなど、顧客のコンバージョンを 導
するようなボタン・リンクを します。クリックすることでコンバージョンにつながる 要な要 です。一般には、
やデザインで目立たせたり大きくすることで、見つけやすく・クリックしやすくすることが求められます。また、

CTAの「Action」を に応じて えることも 要です。コンバージョンポイントによってユーザーのコンバージョ
ンへの 動が わるからです。たとえば、「 や商品購入はCVRが くなるが成 率は高くなる」「Likeやメルマ
ガ登 はCVRが高くなるが、成 率は くなる」といった 向が見られます。
　そこで、CTAの内容をコントロールすることで、 率のよいコンバージョン 得を進めます。コンバージョンが
い場合は、 程の対策に加えて、コンバージョンのしやすいFacebookページのいいね やメルマガ購 をコン
バージョンとします。コンバージョンが高いものの成 率が く、売上に貢献していないときは、商品購入・
し込みなど、ハードルを高くすることで見込みの い問い合わせを らしてコントロールします。

ファーストビュー（Above the fold）
　ウェブサイトを表 したときに、スクロールせずに見える を します。当 のことですが、画面の大きさや
デバイスで わります。ファーストビューで、ユーザーはページの価値をはかり、 み始めます。ファーストビュー
に必要な情報が入っていないとユーザーは します。
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　ファーストビューを意 して、CTAやキャンペーンの特 の位 を決めます。また、ファーストビューにスクロー
ルや ページ 導を促す要 を加えます。

ファーストビュー

図6-5-6　ファーストビュー

 ポップアップ（pop up）
　ウェブページやアプリ上で、コンテンツの上に かれているような表現でコンテンツを表 する方法です。以
はJavaScriptでブラウザ上で ウィンドウを表 させることが多かったのですが、現在ではブラウザ上の同画面で
表 するのが一般的です。 作しなければ、表 されているページが見られないため、強制力がある表現手法です。
　基本的には、 引クーポンやキャンペーンなどでユーザーにサイト視 を めるだけの価値のある提案の際に利
用してください。売り込みのような宣伝をポップアップで行っても 果は く、ユーザーの を促進してしまい
ます。

図6-5-7　ポップアップの
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6 -6 〈発展〉ウェブサイトの問題発見方法と注意点

　ウェブサイトの問題発見は、アクセス解析やウェブマーケティング解析の数値データだけでは十分ではありませ
ん。これらの解析で「 が問題か」はわかっても、それを数 が し さないことが多々あります。そこで、それ以
外の も活用しましょう。

6 -6 -1　観察に基づく調査
　アクセス解析でどのページで したかはわかりますが、ユーザーがどんな目的でウェブサイトを訪問し、どう
感じて したかはわかりません。 の は、ユーザーを観察することで問題点を発見し改善するアプローチで
す。定性的な 果や 察になることもあります。

 アンケート調査
　「なぜ訪問したのか」「なぜ したのか」などのユーザーの意見を幅広く収集するなら、アンケート を行うこ
とが一般的です。今日、アンケート の主流は、インターネットを った「オンラインサーベイ」です。インター
ネットを ってモニターを 集し、アンケートを回収するという仕組みは 度に 問があるものの、回収が早く、費
用的にも安価です。しかし、オンラインサーベイでは回 数を ぐために回 率を にすることが少なくありま
せん。一般に、回 率（発 通数に対する回収率）が高いほど、アンケート の 性も高くなるからです。ユー
ザーインタビュー（デプスインタビュー）やグループインタビューなど、オンラインに らず、さまざまな手法を用
いるようにしましょう。

6-6-1　オンラインサーベイ のアンケート

方法（名 ） 人数 説明

ユーザーインタビュー
（デプスインタビュー）

問者と1対1 対象ユーザーをインタビュールームや会議 に び、対面による 問 式
で実施する 。あるウェブサービスを利用しない理由や、どう改善され
れば利用したいかといった行動理由や意 、利用意向などを するため
に実施する

グループインタビュー 複数ユーザー
を集めて実施

問 式の ですが複数に対して実施する。ユーザー同士の発 から、
潜在的な課題やニーズが明らかになることもある。新しいウェブサービス
の受容性、改善ポイントの 出などを目的に実施するケースがある

ヒューリスティック評価
　「経験則、知見」と訳されるように、「専門家の経験則、知見をベースに行われる」ユーザビリティの評価手法で、
「エキスパートレビュー」と ばれる場合もあります。ヒューリスティック の手法として、表6-6-2に した2つ
があります。
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6-6-2　ヒューリスティック の

方法 説明

ヒューリスティック原
則に基づいた評価

原則に定められた観点によって、専門家が れのないようにユーザビリティ評価を行う手
法。ヒューリスティック原則としてもっとも有名なものに、ウェブユーザビリティの第一人
者であるヤコブ・ニールセンが導出した「ユーザビリティ10原則 1」がある

認知的ウォークスルー 専門家がユーザーになりきって1人で行うユーザビリティテスト。ヒューリスティック原則
によるチェックが「 れのないチェック」を目 しているのに対し、あるタスクや行動を完
する上での 大な課題を見つけ出すことを主 としている

　ヒューリスティック評価では、専門家ならではの論理立った課題 出が可能である一方、実際のユーザーでなけ
ればわからない文 や心理面での課題を することが であるため、ユーザー行動観察 やユーザビリティ
テストとの 用が望まれます。また、評価を する専門家が1名のみであれば、評価に れが生じたり、その専
門家独自の が強く されすぎたりするケースがあるため、通常は複数の専門家に することになります。

ユーザビリティテスト
　ユーザビリティテストは、対象サイトの 作感、つまりユーザーインターフェイス（UI）上の課題 や評価を行
うための手法です。多くの場合、特定サイトやアプリのみを対象とし、事 に決められた行動 （タスク）をユー
ザーに提 して、そのタスクが「達成できたか」「スムーズにできたか」「気持ちよくできたか」などを 認します。
　ユーザビリティテストでもっとも 要なのは「タスクを明 にする」ことです。とはいえ、 もって 目的の成
果を最大にするタスクの 定や優 度を明 に定めることは容 ではありません。 算や時間が すならば、複数
回テストを実施することが望まれます。また、特定サイトやアプリに った行動の評価となるため、「 ならここ
で して、クチコミサイトを参 するのに」などと、日常的な利用体験に基づく を得ることが しい場合もあ
ります。その場合は、より幅広い視点で する行動観察 が 果的です。
　行動観察 はユーザービリティ の手法の1つで、対象サイトのUI上の課題に留まらず、ユーザーの行動パ
ターンや心理の までを目的とするユーザーエクスペリエンスを評価する方法です。そのため、 対象も特定
サイトやアプリに 定せず、「自社サイト訪問 にどのような行動をしているか」「競合サイトをどのように うの
か」「サイト 後、リアル店舗を訪問したか」など、幅広い行動を対象とします。また、ユーザーのリアルな
を 認するために、実際の行動に付き添った観察、 の行動のヒアリングや日 といった方法を実施する場
合があります。
　ユーザビリティテストでは事 に「タスクを明 に定める」必要がありますが、行動観察 は、むしろ の中
で「 要なタスクを見つける」ことに きが かれています。アイトラッキング、ニューロマーケティング、エスノ
グラフィック といった方法があります。

6-6-3　ユーザビリティテストと の い

ユーザビリティテスト 行動観察

目的 ユーザーインターフェイス（UI）の い勝手の課題 ・
評価

UIの課題だけでなくユーザーの行動パターン・心理の

対象 サイト・アプリのみで実施するケースが一般的 ・クチコミ・ やリアルも含めた利用行動も対象

方法 決められたタスク（行動 ）の実行可 ・時間・満 度
を 認

ヒアリングなどで を し、ユーザーごとに現実的
な を設定

1　https://u-site.jp/usability/heuristic-evaluation/
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エスノグラフィック調査
　従来の では、ユーザーに聞いたり専門家がユーザーの視点で べることで問題点を明らかにしましたが、ア
ンケートでは い上げにくいような 語化されていないニーズを知るためには「エスノグラフィック 」が有 で
す。エスノグラフィック とは、もともと文化人 学や社会人 学の中で、特定のコミュニティにフィールドワー
クとして入り込み、その中で行動様式を観察・ し、対象とするコミュニティを理解するために用いられた「エス
ノグラフィ」という手法をビジネス領域に応用したユーザー観察の 手法です。

6-6-4　アンケート・インタビューとエスノグラフィック の い

アンケート・インタビュー エスノグラフィック

説の設定 必要 不要

目的 説の 説の発見

データ収集 式 リサーチャーの 設計に った 問へ
回 したデータを収集

自 な行動・ 語データを収集

データ収集場所 会社 定のウェブサイトや会場など 験者の生活

データタイプ 構造化データ 非構造化データ

データ収集対象 特定テーマ 生活全般

データ 方法 聞く 見る（観察する）

　エスノグラフィック では、 説を設定せずに 験者の生活に入り込み、生活全般を 対象とします。それ
ぞれの行動や 動、非 語的な行 とほかの物事との関 を まえ「観察する」ことで、文 として顧客を理解して
いきます。その 果、リサーチャーの 説や を超えたところにある気付きを得られるというところが、従来型
手法との大きな いです。

6 -6 -2　ウェブサイト表示速度と配信品質
　誰でもウェブサイトの表 が くて を めてしまったことはあるでしょう。ユーザーの を ぎ、コン
バージョンにつなげるために、表 スピードを改善することはもっとも 果的な手法の1つです。
　今後、5GネットワークやLTE-Advanced の 及によって高速化と広 域化は進み、モバイルで高速でインター
ネットを利用できる環境が いつつあります。一方で、ウェブサイトは、プラグインやAPI などで複数のサードパー
ティのサービスを利用することが一般的になっていますが、これがウェブサイトの表 速度を くする要 になっ
ています。このようなユーザーのウェブサイト利用環境の 化を えると、表6-6-5にまとめたAberdeen Group 2

およびForrester Research 3の 果が すように、ストレスなくウェブサイトが表 できる表 速度の改善は
ウェブサイトの成果と顧客満 度の向上に直 します。ただし、高速化によってトラフィックが増えた 果、
率やコンバージョン率が 化することもあるので、複数の 標で してください。

2　 Aberdeen Group: The Performance of Web Applications (2008) https://headspin.io/resources/marketing/reports/5136-RR-
performance-web-application.pdf

3　Forrester Consulting: eCommerce Web Site Performance Today (2009)



340 ェ

オ
ウ
ン
ド
メ
デ
ィ
ア
の
解
析

第
6
章

6-6-5　ウェブサイトのパフォーマンスと の

標 速度に及ぼす
顧客満 度 1 くなるごとに16 の顧客満 度の 下
コンバージョン率 1 くなるごとに、7 のコンバージョン率の 下

1 早くなるごとに11 のコンバージョン率の向上
リピート率 ウェブサイトのパフォーマンスに不満を感じた場合、79 のユーザーはそのサイトで

二度とショッピングをしない
ユーザーの期待する速度 多くのユーザーはページの み込みにかかる時間として2 以内を期待しており、

40 以上のユーザーは4 以上待てない
ウェブサイトパフォーマンス 52 のユーザーは、ウェブサイトのパフォーマンスがサイト利用に際して 要な要

であると えている

　従来、ウェブサイトの表 速度は、サーバーのスペックやインターネット回 の速度が主な問題と思われていま
した。しかし、不必要に高解 度な画 やJavaScriptライブラリの利用、アクセス解析やMAツールなどのサード
パーティのタグやAPIの利用が、サイト表 に大きな を与えています。これらの改善のためには、表 速度の
定が 要です。Google アナリティクスなどのウェブビーコン型アクセス解析やLighthouseなどのブラウザーア
プリケーションで、容 にウェブサイト表 速度を 定し、問題点を発見できるようになりました。
　しかし、これらの表 速度の 定は正 とはいえません。Google アナリティクスの 定は、タグを み込んで
はじめて 定が可能となるため、タグが み込まれない深 な では機能せず、ブラウザー のアプリケーショ
ンは 定する や回 速度による も大きいからです。表 速度の正 な 定には、ISPや回 、サーバー
での 定も加え、総合的な 定から統計 理を行う必要があります。

配信品質の指標
　 品 の 標には「平 」を用いることが一般的です。しかし、 時間の問題は「最小」と「最大」にあります。
平 だけではなく、最小・最大に 目し、バラツキ（分 ）を らすように取り組みます。ただし、このバラツキを
定するには有 のソリューションを って複数のデータを集計する必要があります。 品 の主な 標は、 

表6-6-6のとおりです。
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6-6-6　 の な

標 位 説明
み込み時間

（Page Load Time）
ページの み込みにかかる時間。ページ表 を開始してから、ブラウザーへ
の み込みが完了するまでを計 する

リダイレクト時間
（Redirection Time）

リダイレクトに かった時間。リダイレクトがない場合、この 標値は0に
なる

ドメインのルックアップ時間
（Domain Lookup Time）

このサイトのドメインのDNS参 に費やされた時間。DNSサーバーに問題
があると、この時間が増える

サーバーの接続時間
（Server Connection Time）

TCP接続を 立するまでの時間。国によってはインターネットトラフィック
でフィルタやセキュリティを設 している場合もあり、サーバーの接続環境
に問題があると、この時間が増える

サーバーの応 時間
（Server Response Time）

ユーザーの要求にサーバーが応 するまでの時間。主にウェブサーバーの
CPUやメモリーなどのリソースが りていない場合に、この時間が増える

ページのダウンロード時間
（Page Download Time）

ページのダウンロード時間。主にウェブサーバーのハードディスクなどの 
I/Oの速度の や、ディスク に時間が かると、この時間が増える

表 開始時間（Render Start） ミリ ブラウザー上で最初の1ピクセルが表 された時間。Googleは、同様の 標
として「FMP（First Meaningful Paint）」を提案しているが、まだ定義と計 手
法は 定していない

表 完了時間
（Document Complete）

ミリ ブラウザー上で表 理を完了するまでに要した時間

Speed Index WebPagetestが2012年4月に実 した 標。Above the Fold（ファースト
ビュー）領域に表 が完了するまでの時間で、 表 領域を計 位ミリ
ごとに積分する

配信品質の基準
　2018年現在、コンテンツの表 開始時間は0.5 以内であることが されています。表 開始時間とは、ウェ
ブブラウザー上で、最初の1ピクセルが表 される時間です。そして、表 完了時間は、2 以内が されていま
す。表 完了時間とは、ウェブページの 作が可能となる時間です。
　これらの時間は、以 はADSLや光回 での接続がターゲットでしたが、今ではスマートフォンでの接続を え
る必要があります。 今の携 の高速化により、それほど気にしなくてもよいかもしれません。しかし、 に
よっては、MNO（いわゆるキャリア）の公表する速度とは なっており、ダウンロードに時間がかかる場合もありま
す。いずれにせよ、ページ容 は、今後も「できるだけ小さくする」ことを常に意 して作成してください。

配信品質の解析
　 品 の分析と改善の を 介します。
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図6-6-1　ページビュー の平 との

　 6-6-1は、Google アナリティクスでページビュー数が多い順に、表 速度を平 表 速度と したものです。
サイト表 速度が平 に べて著しく いことがわかります、そもそも、平 である6.88も、 の基準から べ
ると い数 です。そこで、改善方法を えます。

配信品質の改善
　 品 の改善が必要となる複数の要 があります。国の環境などで改善 なケースもありますが、問題点を
改善すれば必ず改善できる（ を高速化）ので、思い当たる点を 認し、改善すると機会 を最小 にできます。
品 がよくても売れない商品は売れませんが、 品 が いために売れるはずの商品が売れないことはよく

あるからです。
　改善策は主に に げた方法があります。その他、中国をはじめとする地域では、当 国内にサーバーを くと
品 を改善できることもあります。

◦ウェブコンテンツで できること
 ・ 不必要なJavaScriptを らすため jQueryなどのライブラリを うのを める
 ・ 不必要な画 や動画を する、 化する
 ・ 利用しているウェブフォントやCDNを見直す
 ・ サードパーティの広告やリマーケティングに関するタグを外す
 ・ HTML5.2などの最新仕様のHTMLの を正しく行う
 ・ AMP対応を行う

◦サーバーや で できること
 ・ ウェブサーバーのDNS、回 、サーバー機器について できる業者を ぶ
 ・ キャッシュを活用し、サーバーへのリクエストを らす
 ・ レンタルサーバーなら、ほかのユーザーが原 かもしれないので 転する
 ・ CDNを って、国地域ごとに合わせたネットワークとサーバーから する

Chrome デベロッパー ツールによるプロファイリング
　 のツールで改善を行うのであれば、Google Chromeに標準で実 されているデベロッパー ツールを 用し
てプロファイリングを行います。デベロッパー ツールのネットワークのタブで「Disable cache」にチェックを必ず
入れてください。そうすると、ブラウザーキャッシュを にして、毎回ウェブサーバーからファイルをダウンロー
ドしている を計 できます。



343改訂第10版

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

と

6

−

6

図6-6-2　「Disable cache」には ずチェックを れる

　そして、「Performance」のタブで、リロードのアイコンをクリックすると、パフォーマンスが計 されます。

図6-6-3　デベロッパー ツールによる

　 6-6-3に したように、自分のブラウザー環境の場合の表 速度で、どのファイルのダウンロードに時間がかか
り、どのJavaScriptの 理で時間がかかっているかを計 できます。ただし、 の計 は1回だけなので、時間
による 化や導 での計 によるセッションの は ることができません。また、値の保 もありません。1回だ
けでは、そのとき が起きていることもあるからです。
　より客観的な 定をするためには、 ・有 の計 サービスで ISPごとのパフォーマンスの計 を行ってくださ
い。有 の計 では、時間 や ISPによる 化、セッションの も ることが可能です。

6 -6 -3　ウェブサイトとアプリの問題発見手法と注意点
　ウェブサイトのユーザビリティ改善のために 定すべき 標を 介します。

Firebase Analyticsによるモバイルアプリ解析
　Googleが提供している「Firebase Analytics」を うことで、モバイルアプリの解析ができます。



344 ェ

オ
ウ
ン
ド
メ
デ
ィ
ア
の
解
析

第
6
章

図6-6-4　Firebase Analytics

　このツールでは、 のような解析ができます。
◦Event アプリの目的に合わせた行動
◦Conversions コンバージョンの回数と売上
◦Audiences セグメントしたユーザーの数
◦Funnels 設定したファネルでのユーザーの 向
◦User Properties 設定したユーザープロパティーの 認・ 更
◦Latest Release アプリの最新リリース情報
◦Retention 日 のリピート 合のコホート分析

AMPページのアクセス解析の注意点
　モバイルでの表 を早める方法の つとしてAMP（Accelerated Mobile Pages）4を導入する方法も有 です。
AMPとは、Googleが中心となって立ち上げた、モバイルウェブ用のオープンソースのページフォーマットです。モ
バイル用のページを 時に み込むことができる点でユーザーには利 性がありますが、解析する には注意が必
要です。AMPのソースはHTMLに ていますが、 の非AMPページと なる「amp-analytics」のスクリプトをソー
スに 入した上で、ページやイベント取得のためにはタグをカスタマイズする必要があります。

AMPソースに するスクリプト
<script async custom-element="amp-analytics" 
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>

AMPページと AMPページをつなげて する
　AMPを用いることによって、1つのコンテンツをサイト内とAMP内（GoogleのAMPビュワー）とで提供できます
が、上 の設定ではAMPと非AMPで なるセッション・ユーザーとしてトラッキングします。AMPページと非AMP
ページをまたぐユーザーの解析のため、「AMP Client ID API」を用いると、AMPページと非AMPページのセッショ
ンを らずに計 することが可能になります。ただし、AMP Client IDを利用すると、以 アクセスしたユーザーの
IDが一度リセットされるため、 訪ユーザーを認 できなくなるという問題があります。正しくAMP化できている
かを 認するには、Google Chromeのデベロッパーツールで、モバイルでの表 を 認するとよいでしょう。

4　https://www.ampproject.org/ja/



345改訂第10版

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

と

6

−

6

図6-6-5　AMPをGoogle Chromeのデベロッパーツールで

　最新情報は公式サイトなど 5を参 してください。

SSL設置のサイトでのアクセス解析の注意点
　現在では、「常時SSL化」してウェブコンテンツを提供することが されていますが、その場合にアクセス解析
を行う場合の注意点を表6-6-7にまとめました。

6-6-7　ツールの 式とSSLページ の

ケース 注意点
ウェブサーバーの
ログファイル

SSLで 化されたウェブサイトであっても、コンテンツを したときには、その が る。
一般的な設定では非SSLサイトとは のログファイルに保 されるため、非SSLサイト SSLサ
イトのようにプロトコルをまたぐページ は、両方のログファイルを適 につなぎあわせない
と正 なアクセス解析が行えない

パケットキャプチャ
方式の場合

SSLでは「サーバー 」データを って 化したデータを解 （ ）する。そのため、パ
ケットキャプチャ方式においては、データ収集用の機器にサーバー をインストールしてお
く必要がある

ウェブビーコン方式
の場合

通常のウェブサイトと同様に、計 コードをページに 入することでアクセス を収集でき
る。ただし、ウェブビーコンを受け付けるサーバーもSSLで 化しておかなければ、ユーザー
のブラウザーに「一部のコンテンツは 化されていません」といった 告が表 されるので注
意が必要

　なお、フィーチャーフォンサイトの場合、一部のキャリアではPCのSSLと 動が なるので注意が必要です。

Lighthouseによる調査
　Lighthouse 6は、ウェブページやウェブアプリケーションの品 を監 する のツールで、Google Chrome
の 機能としてGoogleから で提供されています。ウェブのパフォーマンスを「Performance（パフォーマン
ス）」や「Accessibility（アクセシビリティ）」、「SEO」の 目に分け、スコアと問題の解決方法を表 するため、課題の
目安を知ることができます。ただし、このプラグインは 的なツールと えて用いるべきです。Lighthouseの評
価は、Googleの エンジンが行っている評価と同じではなく、内容も 的なことが多いためです。このプラグ

5　https://support.google.com/analytics/answer/6343176?hl=ja
　　  https://support.google.com/analytics/answer/7486764?hl=ja

6　https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/?hl=ja
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図6-6-6　Lighthouseの

　 体的には、たとえば、Performanceには入力時のレスポンスの速さやCSS・画 の最適化（ 小）に関する 目、
SEOにはタイトルやメタディスクリプション、タグが適 に入っているかどうかの 目があります。 目は70以上
あるため、すべてを満点にするのは しいでしょう。パフォーマンスの改善には、表 速度の観点に特化した
PageSpeedInsights 7がGoogleから提供されており、 目も少ない分、 要をチェックするだけならば、より
的に用いることができます。用 に応じて い分けてください。 

7　https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ja
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6 -7 サイト内広告に関する収益化
　ウェブサイト運営によって収益をあげる方法として、主にアフィリエイト広告と運用広告掲 の2つがあります。
アフィリエイト広告の場合、広告経由で発生した広告主の売上の一定 合が収益となります。運用広告掲 は、運
用型広告のメディアパートナーとなって広告を掲 する方法です。

6 -7 -1　アフィリエイト
　アフィリエイト広告は、ウェブサイトやソーシャルメディアに掲 する商品を んで告知し、コンバージョン（購
入や資 求など）して収益を得ます。アフィリエイト広告を掲 するには、アフィリエイト・サービス・プロバイ
ダー（ASP）にアフィリエイトパートナーとして登 、 を受ける必要があります。サイトのトラフィックやサイト
の内容によっては、登 できないケースもあります。 に、広告主が販売したいサービスや商品を し、ウェブ
サイトに掲 します。クリックでも収益を得られる広告もありますが、広告経由のコンバージョンに応じた報 が
支 われるのが一般的です。
　代表手的なアフィリエイト広告の1つが、Amazon.comが提供するAmazonアソシエイト・プログラム 1です。専
用サイトでアマゾンの商品を び、ウェブサイトのサイズに合わせた広告を掲 することで、販売額に応じて報
を受け取れます。

アフィリエイト広告と向き合う姿勢
　広告として掲 した商品が、サイトを訪れたユーザーにとっても有益であることがコンテンツ設計の基本です。
　まずアフィリエイトASPの利用規 をよく みます。特に広告 材の改 や掲 板などの外部サイトでの 大
広告は 事 の場合がほとんどです。ユーザーや消費者を く 大広告や、消費者を る広告を掲 することは
オウンドメディアの を ねるだけではなく、 品表 法や 機法に する れがあります。
　また、アフィリエイト広告で得た収益の 定 告や法人 の も必要です。アフィリエイト広告は広告主との
関 性で報 も わってきます。アフィリエイトで高い成果をあげるアフィリエイターは、広告主から成果を見込
む代わりに、高い報 や特 なキャンペーンなどの特 な 件で広告掲 を受けることもあります。このよう
に、成果をあげていくと収益が飛 的に高まる可能性があります。

サイトでのアフィリエイト広告掲載のポイント
　アフィリエイト広告で収益をあげるためには、広告を掲 する商品についてユーザーが必要としている情報を
ユーザー目 で構築することが 要です。 う人の視点で、よい点や問題点などを げることで、他社との や
自分の 用体験など、広告主による提供が しく、ほかのサイトが真 をしにくいコンテンツを提供するようにし
ましょう。
　また、サイトのコンテンツ更新を容 にし、ユーザーをソーシャルメディアや エンジンから集客しやすくす
ることを えると、サイトやコンテンツのテーマやターゲットを り込むことも有 です。サイト内での広告の
合が多すぎると、 果が ちる 向にあります。広告はあまりたくさんのスペースを かないようにします。広告
はサイドバーやトップバナー、ボトムなどに掲 するよりも、本文中に文 に合わせて掲 すると成果があがりや
すくなります。

1　https://affiliate.amazon.co.jp/
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6 -7 -2　 による
　運用型広告にはいくつかのアドネットワークがあります。ここではGoogleが運営するGoogle Display Network
の広告を掲 するAdSenseを 介します。

AdSenseに向き合う姿勢
　AdSenseで収益を ごうと える場合、数なくとも半年以上の長期的なスパンで構えることをお めします。
ユーザーに必要とされるコンテンツをコツコツと作り、しっかりとしたトラフィックを集めることが 要です。良
なトラフィックが集まったサイトに広告が出稿され、広告主の収益が上がることが、ユーザー、広告主、サイト運
営者、Googleといった関 するすべてのステークホルダーの満 につながります。したがって、これからAdSense
を始めるという場合には、 に半年近く収益が発生しなくても書き続けることができるような自分の きなジャン
ルのサイトを運営してみるのもお めです。

AdSenseサイト運営のポイント
　AdSenseでは、サイトに掲 された広告 がユーザーにクリックされるごとに、Googleを経由して広告主から
広告費が支 われます。そして、AdSense掲 サイトとサイト訪問者、それぞれの 向を加 して出現する広告が
決まる仕組みになっています。 の2つが、AdSenseで収益をしっかりとあげるためのポイントです。

◦1クリックあたりの収益（クリック 価）が高いジャンルを ぶ
◦広告に関心の高い のよいユーザーを集める

　基本的に、広告主のサービス（商品）の値 が高いものほど、クリック 価は高くなります。保 関連、 資関連
といった金 関連や、転職などの人材関連、さらに 関連のジャンルなどは1クリックあたりの収益が多いジャ
ンルです。それゆえ、広告に関心を持ち が高いユーザーを集めるために、できるだけサイトのコンテンツは特定
のジャンルに りましょう。雑 的なサイトよりも、特定のジャンルに った特化型サイトのほうが、集まるユー
ザーの が高くなり、 される広告とのマッチングもよくなるため、相 果で収益 大が見込めます。

6 -7 -3　サイト に る
　Google Search Console（サーチコンソール）を ってサイト運営時に見るべき 標の として、アマゾンアソシ
エイト・プログラムとAdSenseを 介します。

Google Search Console

図6-7-1　Google Search Consoleのクエリ の

　サイトへの訪問者を増やすためにサーチコンソールを活用します。掲 順位が いにもかかわらず、 果で
のCTRが高いクエリは、そのクエリを入力したユーザーが情報を強く必要としていると えられます。つまり、上
位表 することができれば、さらに の高いユーザーを多く 得できる可能性があるということです。また、
果での掲 順位が高いにもかかわらず、CTRが い場合には、title要 やdescription 性で、十分に 力を伝え
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きれていないのかもしれません。もっと 力的なタイトルを付け、多くのユーザーを 果から 得できる 地
があります。このようにして、クエリごとに伸びしろを意 して、集客力を高めていきます。

アフィリエイトASP管理画面レポート
　アフィリエイトASPの管理画面では、掲 しているアフィリエイト広告のクリック数や成果などを知ることがで
きます。Amazonアソシエイト・プログラムの管理画面を に 介します。

図6-7-2　Amazonアソシエイト・プログラムの

　基本は、広告のクリック数と売上を知ることです。売上は、広告を通して商品を購入した 介 と、AmazonPrime
などに入会したときの報 があり、合算がサマリーです。また、商品ごとの広告のクリック数や 介 などもわか
ります。クリック数や報 が増えているタイミングにブログの 事、ソーシャルメディアの 稿、 メールの内
容と関 を べましょう。

Google AdSense レポート

図6-7-3　Google AdSenseレポートの

　このレポートでは、大きな視点として日々の収益額やクリック率の を 認します。収益のトレンドを し、
大きな 動がないかをチェックしましょう。たとえば、 にCTRが上がったら、第三者のいたずらなどの可能性が
あるので対策が必要です。一方、CTRがそのままでクリック数が に増えたとしたら、 順位の大きな 動や特
定の 事が かに取り上げられたといった可能性が えられます。
　AdSenseでは、クリック率が非常に 要です。しかし、どういった広告が出現するのかはコントロールしにくい
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面もあるため、より多くのサイト訪問者に広告を視認してもらい、クリック率を改善する施策を行いましょう。こ
の際に参 になる 標が、レポートのアクティブビュー視認可能率です。アクティブビューとは、広告の半分以上
の面積が1 以上の間、ユーザーの目に入った を します。アクティブビュー視認可能率が い場合には、そ
もそも広告が目に入っていないといえるため、広告ユニットの 場所を したり、広告ユニットのサイズを大
きくしたりする施策が有 です。
　新しい 事を 加したりサイトのデザインなどを えたりという施策を行った場合には、アクティブビュー視認
可能率やクリック率などがどのように 化したかを見て、施策を評価し、PDCAを回していきましょう。

6 -7 -4　 のための
　サイト上での広告のクリック率は、一般に0.2 後といわれています。ファーストビューに入る場所に、336×
280ピクセルなどの大きめの広告 を用意すると、クリック率は高まる 向があります。しかし、サイトのジャンル
や集めているユーザーによって正解は なります。アクティブビュー視認可能率を参 に、PC・スマートフォンそ
れぞれの で、どの場所に、どんなサイズの広告を、いくつ掲 すると多くのユーザーに広告を視認してもらえ
るのか、同時にクリック率が高まって収益が上がるのか、 を り していくことが 要です。その際には、一
般的なクリック率の2 にあたる0.4 以上を目標としてみましょう。ただし、 クリックを 引するような掲 は、
すべての関 者にとってデメリットでしかなく、アカウント にもつながるので 対にしてはいけません。

6 -7 -5　〈発展〉成功は一般常識の裏にある
　一般に、これらのサイト内広告の手法は、 のようなメリットがあるといわれています。

1. に ぐことができる
2. お金をかけずに始めることができる
3. いた時間に気 に始めることができる
4. 在 で ぐことができる
5. 業として ぐことができる

　しかし、サイト内広告で高い収益をあげることに成功した運営者を見ていると、これらメリットの の行動をし
ています。つまり、 のようなことです。

1. なコンテンツ制作のために競合やユーザーをしっかり べる
2. 他社や広告対象商品や 辺機器を購入するなどの 資を しまない
3. コンテンツの や作成にじっくり時間を く
4. インターネットに らないフィールドワークでの を らない
5. 自分の一 要な仕事として専 する

　 手 にできるのがこの広告手法であることは事実ですが、成果をあげることを目 すのであれば、ほかのビ
ジネスと同様に、仕事として真 に取り組むことが成功の必要 件といえます。このような 力には最初 大な時
間がかかりますが、自分なりの収益につながる手法を見つけていくと、 れと工夫で 率化できます。
　また、このようなウェブサイトで収益をあげている場合でも、広告だけで収益をあげている人は かで、その他
にコンサルティングやレポートの販売、書 やコンテンツの執筆なども行っています。トータルで収益をあげるこ
とも視野に入れましょう。
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6 -8 〈発展〉商品ページの解析

　イーコマースサイトの成果としては、コンバージョン数（CV）がもっとも 要です。もちろん収益（受注金額や売
上）も 要ですが、コンバージョン数が0であれば、それらも0になるからです。
　イーコマースサイトで成果を上げるためには、コンバージョンにつながる解析や提案力が 要です。

6 -8-1　訪問からコンバージョンまでの流れがわかる「地図」を作る
　 6-8-1に したのは、一般的なイーコマースサイトの訪問からコンバージョンまでの流れです。グラフはユー
ザーを表しています。

ランディング
ページ

カテゴリ
ページ

商品詳細
ページ

カート内
確認ページ

ログインおよび
会員選択
ページ

情報入力
（会員登録）
ページ

届け先指定・
支払い方法
指定ページ

注文確認
ページ

決済完了
（サンクス
ページ）

図6-8-1　一 なイーコマースサイトの からコンバージョンまでの れ

　このようにコンバージョン（ 6-8-1では決 完了に 達した数）に至るまでに、一般的なイーコマースサイトのフ
ローでは9ページの が必要で、 動する度に 中 が増えてユーザーは 少していきます。また、イーコマー
スサイトの成果をコンバージョンとするならば、ユーザーに 動を促すページを必ず明 にしなければなりません。
　解析を行う に、訪問からコンバージョンまでの流れがわかる「地 」が必要です。イーコマースサイトごとに
なるので、地 と一緒にURLも します。実際のGoogle アナリティクスのレポート画面を に、 角度から説
明していきます。

❸
❷❶

図6-8-2　セッション に める と 中 とトランザクション （ 文 ）

　 6-8-2は、「レポートの集客 すべてのトラフィック チャネル」の一部です。セッション、直 率、コンバー
ジョンの関 は、 6-8-3のようにも表現できます。
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・直帰数＝セッション数×直帰率
・回遊離脱率＝セッション数－直帰数－トランザクション数

❷直帰数
　58,147
　（直帰率：54.91％）

❸トランザクション数
　2,111
　（CVR：1.99％）

❶
セッション数
105,895

❹回遊離脱数
　45,637
　（回遊離脱率：43.10％）

図6-8-3　セッションを とした 中 トランザクションの

　直 率は高い上に回 も同様に高く、大きな課題になっていることがわかります。また、回 について
は、どのページで回 があるのか、 6-8-1の訪問からコンバージョンまでの流れの地 を当てはめると、 体
的に するページが できます。

カゴ落ち数

商品ページ落ち数

カテゴリーページ
落ち数

❷直帰数
　58,147
　（直帰率：54.91％）

❸トランザクション数
　2,111
　（CVR：1.99％）

❹回遊離脱数
　45,637
　（回遊離脱率：43.10％）

❶
セッション数
105,895

図6-8-4　セッションを とし を した

　 6-8-4からは、売上（受注金額）の公式は1つではないことがわかります。

6 -8-2　モールとアクセス解析のコンバージョンの違い
　ウェブサイトの目標やKPIで学んだ通り、イーコマースサイトの成果を表す公式として、 の式が一般的です（以
、「 け算の公式」と びます）。

上（ ） 集 CVR

　この け算の公式における「集客数」は、2種 あります。1つは「ユーザー数（UU）」（以 、「公式A」）で、もう1つ
は「セッション数」（以 、「公式B」）です。実際に公式に当てはめると、 のようになります。
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式A （UU） ショッピングモールのCVR
式B （セッション） アクセス ツールのCVR

　公式Aは「ショッピングモールのCVR」を利用したもので、主に楽天市場やYahoo!ショッピングなどのイーコマー
スサイトのシステムやショッピングモールシステム（以 、モール）で われます。一方で、公式BはGoogle アナ
リティクスで われています。なお、モールによって定義は なり、Amazonではセッション数を用います。
　公式Aを利用する場合は、アクセス解析ツールで 定したコンバージョンを用います。公式Bはショッピング
モールなどで実際に発生した注文を用います。 いは、公式Aでは2回1セッションで注文しても「1」とカウントする
のに対して、公式Bでは1セッションで複数注文があった場合は「2」とカウントする点です。
　 に「引き算の公式」を 介しましょう。 6-8-1のグラフ部分を式にすると、 のようになります。

（ （セッション ） 中 ） CVR

　 の「 け算の公式」の場合、テーマは「集客」になりがちで、流入経 対策や流入キーワード対策のみを注目して
しまいます。この「引き算の公式」のテーマは「お客さまは、どこで 中 しているのか 　なぜ 中 したの
か 」です。この え方は、解析後のサイト内改善を る上で非常に役に立ちます。

6 -8-3　CVRの計算について
　公式AとBでは、CVRの算出方法にも いがあります。どの数値を 数にするのかを明 にしておきましょう。
公式Aで利用するCVRは、 のようにユーザー数を軸にしています。

ショッピングモールのCVR（ ） CV モール の （UU） 100

　この場合、CVRは上がっていく 向があります。なぜなら、「人は訪問するたびには購入しないが、ユーザーの訪
問する 度や回数が増えると商品を購入する 率が高まる」からです。つまり、1人のユーザーが 度訪問しても分
は わらないためです。
　公式Bでは、訪問数つまりセッション数（SS）を分 としたCVRです。

一 なアクセス のCVR（ ） CV セッション （SS） 100

　こちらの場合では、「人は店に訪問するたびに購入しない」ため、CVRは下がっていく 向にあります。1人のユー
ザーが 度も訪問すると、すべて加算されるためです。
　たとえば、山本さん（1UU）が、10回目の訪問（10SS）で商品を購入したとします。公式AのCVRは、山本さん1人
（1UU）が購入したので、 回訪問したかにかかわらず、100%となります。

（1（CV） 1（UU）） 100 CVR100

　一方、公式BのCVRは、山本さんは購入に至るまでに10回訪問（10SS）したので、CVRは10%となります。
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（1（CV） 10（SS）） 100 CVR10

　解析を行う場合、CVRの え方はモールとアクセス解析ツールでは なることを理解してください。

6 -8-4　カートCVRと商品ページCVR
　イーコマースサイトの解析では、 の4つが代表的なKPIです。

◦商品ページの訪問数
◦商品ページ 位のCVR
◦カート 入数
◦カートCVR（その 対がカゴ ち率）

　たとえば、サイト全体の訪問数が100万件あっても、商品ページの訪問数が10であればコンバージョンの最大値
は10です。 に、サイト全体の訪問数が100しかなくても、商品ページの訪問数が50であれば、コンバージョンの
最大値は50になります。そして、この最大値は、カート 入率やカート 入からのCVR率（カートCVR）によって
わってきます。
　イーコマースサイトの解析では、まず「商品ページが見られているか 」を 認します。また、集客を増やす施策
も、商品ページのセッション数を増やすことを しましょう。そして、カート 入率やカートCVRをチェックし、
どこで が発生しているかを えると、イーコマースサイトのウェブサイト改善対策が立てやすくすくなります。
それぞれは、 の式から算出できます。

ページCVR ごとCV （ ページのセッション  or ページ ） 100
カートCVR ごとCV （カートのセッション  or ページ ） 100

　これらの数値も合わせて解析するようにしましょう。

6 -8-5　商品ページの解析方法
　「よい商品ページ」を えると、「よい販売スタッフもしくはよい営業マン」と表現できます。「よい販売スタッフも
しくはよい営業マンの 件」とは、 のようなものでしょう。

◦接客件数もしくは営業件数が多い（ としての評価）
◦接客もしくは営業した件数に対する成 率が高い（ としての評価）

　これらの2つを満たす人は、お客さまにとっても企業にとってもありがたい 在です。
　イーコマースの商品ページと き えてみると、 のようになります。

◦商品ページ訪問数が多い
◦商品ページCVRが高い（コンバージョン 商品ページ訪問数×100%）

　これを すると、 6-8-5のようなマトリクスで表現できます。このマトリクスに解析する商品ページをプロッ
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トすれば、貢献している商品ページがわかります。なお、この
解析は、Google アナリティクスの「 eコマース」に対応し
ているカートの場合と、そうでない場合で なります。とはい
え、まだまだ eコマース対応をしているカートは少ないの
で、両方の場合について解説していきます。

拡張eコマース対応の商品ページの解析
　 eコマースに対応するには、専用のトラッキングコードを 加します。従来のeコマーストラッキングでは、
商品 位の売上や件数しかわかりませんでした。しかし、 eコマースを うことで、商品ごとに決 プロセス
の について、訪問からコンバージョンまでの流れをグラフなどで視覚化できます。また、セグメントも利用で
きるようになります。
　 eコマース非対応でも、商品 ページへの訪問を「ページ 訪問数」で 認できますが、商品 ページを
セッション 位で、どの程度 したのかはわかりません。 eコマースの機能を えば、商品ごとに、サイト
訪問から決 完了までのプロセスにおいて、どこで が発生しているかを できます。
　「目標 達プロセス」というレポートで「カゴ ち」（全体の から直 を いた 中 、つまりカテゴリペー
ジ ちや商品 ページ ちなど）を 認できますが、「 eコマース」はサイト全体の来訪者から、「ショッピン
グ行動」の数値が できることが特 です。

【標準レポート】 【拡張 eコマースレポート】

削  除

追  加

追  加

図6-8-6　 のレポートと eコマースのレポートの い

　 eコマースを実 すると、「ショッピング解析」というカテゴリが加わり、「ショッピング行動」と「決 行動」が
加されるほか、「商品リストの販売 」という 目も 加されます。また、流入元情報やデバイス経由など、さ

まざまなセグメントやディメンションも えるようになります。
　また、商品ごとに、全体のセッションの中で のような 目の数値がカウントされるため、購入プロセスのどの
ステップで したかがわかります。

訪問数が多い

訪問数が少ない

商
品
ペ
ー
ジCVR

が
高
い

商
品
ペ
ー
ジCVR

が
低
い

図6-8-5　「よい ページ」の
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◦商品 ページ
◦カート 加
◦チェックアウト
◦商品購入

　たとえば、商品に ると、 eコマースで得られた のような情報をもとに、 体的な対策を講じることがで
きるようになります。

◦どの商品がコンバージョン（コンバージョン）に貢献しているか
◦商品ごとに見て、 回目の訪問でCVRは高くなるのか

　では、実際に、 eコマース機能を って、商品 ページの訪問数と購入数などを見ていきます。
　まず、Google アナリティクスのレポートで、「コンバージョン eコマース」と進み、「商品の販売 」を開きます。
　 に、レポートを「サマリー」から「ショッピング行動（ ）」に り えると、 6-8-7のようなレポートが表 さ
れます。各 目についても、 eコマースの独自の 目があるので 介していきましょう。

図6-8-7　レポートで「ショッピング 」に切り える

　ショッピング行動で表 される 目は、 の表のとおりです。

6-8-1　「ショッピング 」の

目名 説明
商品リストの 回数 商品が一 で見られる商品リストに表 された商品をユーザーが した回数。

インプレッション数に近い 目
商品 表 ユーザーが商品 ページを した回数
商品がカートに 加された回数 商品 でカートボタンがクリックされた回数
商品がカートから された回数 商品がショッピング カートから された回数
商品の決 回数 商品が決 手続きの対象となった回数
有の購入数 期間内の購入数（受注件数）

Cart-to-Detail率 商品がカートに 加された回数を、商品 ページの 回数（PV）で った値
Buy-to-Detail率 商品購入件数を商品 ページの 回数（PV）で った値
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　なお、「商品リスト」「商品 」は、実 したトラッキングコードの設定で わります。「商品リストの 回数」
は、Google アナリティクスのトラッキングコードで「商品の 」としてデータ を行った商品数です。「商品
表 」は、Google アナリティクスのトラッキングコードで「商品の ページ表 」としてデータ を行った商
品数となります。「サマリー」の販売実績は、標準レポートの「商品の販売 」と基本的に同じ 目ですが、「商品の
い し額」が新たに加わっています。ショッピング行動には、「Cart-to-Detail率」「Buy-to-Detail率」という新しい
標が加わりました。この 標は、商品ページごとのカート 入率、CVRが 認できるともいえます。
　また、プライマリディメンションでは、「商品」「商品の SKU」「商品カテゴリ（  e コマース）」「商品ブランド」
が できます。 したように、プライマリディメンションで「商品」を したままであれば商品ページごとの
「Buy-to-Detail 率」（商品ページCVR）が、プライマリディメンションで「商品カテゴリ（  e コマース）」を す
ればカテゴリページごとの「Buy-to-Detail 率」（カテゴリページCVR）がわかります（2018年10月時点）。
　最後に、 eコマースに対応しているASPカートを 介しておきましょう。

◦CARTSTAR（NHN SAVAWAY株式会社）
https://commerce-star.com/cartstar/

◦commerce creator（株式会社フューチャーショップ） 2018年秋リリース 定
https://www.future-shop.jp/case/cc.html

◦shopify
https://www.shopify.jp/

　イーコマースサイトにとって、 eコマースの機能は非常に有用で、商品ごとの課題や改善ポイントを で
きます。 のASPカートやイーコマースのシステムでは早期の実 を望みたいところであり、必要であれば
eコマースが えるASPカートやシステムへの り えも することをお めします。

拡張eコマース非対応の商品ページの解析
　Googleアナリティクスを に、 eコマース非対応の場合の 的な商品ページ解析方法を 介します。
　Google アナリティクスのレポートで、「行動 サイトコンテンツ」と進み、「すべてのページ」を開き、商品ページ
の訪問数を べます。
　 に、商品ページのみを表 するようにフィルタをかけます。ここで大事になってくるのが、商品ページのURL
コードのルールです。ASPカートによって、商品ページのURLコードに「item」や「shopdetail」などが自動で入るも
のもあれば、任意のものもあります。任意のカートの場合、ショップ 位で べやすいように、商品ページURLの
ルールを自分で設けてください。

図6-8-11　フィルタをかける

　商品ページURLに「item」が入っている場合、 のように表 されます。
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図6-8-12　「item」でフィルタリング

　たとえばウェブ解析士協会の場合、「waca.shop-pro.jp」にカートシステムがあり、商品は「pid=XXXX」で設定して
います。この場合は、「pid」でフィルタをかけるとよいわけです。なお、このようにデバイス に分けて、解析・訪
問回数ごとに解析を行う場合、アドバンスセグメントを活用するとよいでしょう。
　また、商品数が多い場合は表 する行数を増やします。Excel 式でエクスポートした場合に、表 する行数の数
しか出力されないためです。表6-8-2に したのは、 の事 をExcel 式でエクスポートしたサンプルです。特に、
ページとページ 訪問数に注目します。 開始数、直 率、 率も、さらに深い解析を行う場合は有用です。

6-8-2　Excel 式でエクスポートした

ページ ページビュー
数

ページ
訪問数

平 ページ
在時間 開始数 直 率 率 ページの

価値
A 2,773 2,064 142.11 1,817 56.74% 49.51% 188.01 

B 1,604 1,001 102.36 629 19.40% 21.76% 523.03 

C 1,221 759 105.58 302 60.60% 27.93% 507.13 

D 1,178 489 42.82 129 33.33% 10.19% 708.24 

E 869 451 87.62 128 55.47% 21.29% 530.18 

F 712 432 142.13 174 48.85% 22.47% 738.75 

G 674 407 113.70 314 58.92% 41.10% 305.69 

H 653 407 66.19 212 43.40% 25.11% 234.57 

I 643 348 36.90 38 52.63% 15.09% 558.00 

J 630 378 45.05 104 56.73% 20.16% 783.14

　これによって、それぞれの商品ページで 介している商品ごとの期間内の購入数がわかれば、 の公式から商品
ページCVRが算出できます。
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6-8-3　 ページCVR

ページ ページ 訪問数 期間内購入数 商品ページCVR

A 2,064 65 3.1%

B 1,001 127 12.7%

C 759 46 6.1%

D 489 21 4.3%

E 451 69 15.3%

F 432 23 5.3%

G 407 31 7.6%

H 407 21 5.2%

I 348 19 5.5%

J 378 35 9.3%

　ここからは、 のことが み取れます。

◦期間内でページ 訪問数がもっとも多かったのは商品A（ ）
◦期間内で購入数がもっとも多かったのは商品B（青）
◦期間内で商品ページCVRがもっとも高かったのは商品E（ ）

　これまでの解析手法としては、購入数によるABC分析 1が主流でした。このように商品ページごとに解析するこ
とによって、ABC分析からは見えない、どのページの訪問数が多いのか、どのページの商品ページCVRが高いのか
といったことが できます。また、この解析を行っていくと、商品ごとに必要とするページ 訪問数や商品ペー
ジCVRを定めることができ、KPIとしての商品ページ 訪問数、商品ページCVRが設定できます。

1　https://ja.wikipedia.org/wiki/ABC分析
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6 -9 Google マイビジネスの最適化
　「MEO」とは「Map Engine Optimization」の略で、地 エンジン最適化を意 し、実際にはGoogle マップで上位
やクリックされやすい表 の対策を すことが一般的です。「ローカルSEO」と ぶこともあります。表 順は、
したキーワードとの関連性や位 からの など、さまざまな要 から決定されます。地 果で上位表
することができれば、顧客 得のチャンスを むことができます。店舗ビジネスや地域ユーザーを対象としたビジ
ネスでは、MEOを意 しましょう。

6 -9 -1　MEOとGoogle マイビジネスの

図6-9-1　「ケーキ 」の

　 6-9-1は、ある事務所から「ケーキ 」と した 果です。 するワードによっては、自 より上に地
果が表 されることがあります。アクセスしやすいと感じる店舗や会社であるということも、ユーザーに

ばれるための 要な要 の1つです。Google マップ上でビジネスの 在をアピールし、来店者数やお問い合わせ数
の増加にもつなげていきましょう。現在、「Google マイビジネス」の活用がMEOに 果をもたらします。

6 -9 -2　Google マイビジネスの
　Google マップ上に表 されるビジネス情報の 集は、Google マイビジネスという サービスを って行いま
す。これを うことで、Google マップのほか、Google にもビジネス情報を表 させることができます。営業
時間、ウェブサイトURL、 所、電 、ビジネスカテゴリーといった情報を登 することで、ユーザーにビジ
ネスをアピールすることが可能です。また、ユーザーからのクチコミに対する や、 稿機能でビジネス情報
にお知らせを一緒に表 させることができます。
　PCだけではなく、スマートフォン用のアプリも用意されているので、必要に応じて い分けましょう。
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Google マイビジネスでできること
◦ビジネス情報を最新かつ正 な に 持する
◦ユーザーとの交流
◦新規顧客へのアピール
◦地 上への情報表

 ・ 自社ウェブサイトへの 導
 ・ 画面から直接電
 ・ 地 スペースへの広告掲

　Google マイビジネスを始めるためには登 が必要です。アカウントを作成し、ビジネスのカテゴリー、電
、ウェブサイトのURLなどの情報を設定します。なお、登 にはハガキなどによるオーナー 認が必要です。登
がまだの場合は、 裕をもったスケジュールで進めるようにしましょう。

6 -9 -3　 のための と の
　Google マイビジネスのダッシュボードから、Google マップ
やGoogle への表 を 認できます。
　 6-9-3のようなGoogle マイビジネスのホーム画面に表 さ
れる掲 果を しておくとよいでしょう。さらに しい情
報は、Google マイビジネスのインサイトから 認できます。

図6-9-3　Google マイビジネスの「インサイト」

図6-9-2　 Google マイビジネスの「ダッシュボード」
（ ）
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インサイトで確認できる主な情報
◦ユーザーがビジネスを した方法
◦ビジネスの情報が された回数
◦店舗までのルートが された回数
◦ユーザーがとった行動と回数（ウェブサイトへのアクセス、ルートのリクエスト、電 発 ）

　現在、Google マイビジネスを適 に運用すると、Google マップにおけるMEO 果を得られやすい 向があり
ます。そのため、評価を改善したいときは、まずGoogle マイビジネスに情報が適 に登 されているかどうかの
認をしましょう。また、 真の 加や 稿機能の活用、クチコミへの なども 果的です。さらにGoogle 広

告を えば、ローカル 果に広告を表 させることも可能です。
　地域の飲食店や小売店は、大手企業のポータルサイトでの掲 や広告宣伝を活用しているところもあるでしょ
う。これらに加えて、Google マイビジネスやGoogle 広告による自社のウェブサイトへの 導も活用すると費用対
果が改善します。Google マイビジネスは掲 が であり、Google 広告もエリアを り込んで 理のない
で 算を 下すれば、優れた広告手 になります。また、Facebook広告を活用してもよいでしょう。
　このように、あまり手間もかからず、費用対 果の高いプロモーション手法を小規模事業主が活用できるように
積 的に支援しましょう。



第 7  章
ビジネス戦略ごとの 要な用語と 標

あなたは3カ月 に提出したレポートに基づき、オウンドメディア改善を行った 果、今月の目標ウェブサイトの受注
件数は目標を超えることができました。キャンペーンの費用対 果も改善され、来月の役員会議でプレゼンする機会
を得ました。部長と執行役員に ばれ、役員会議でのアジェンダをまとめる会議であなたは聞かれます。
「 年度のウェブマーケティング 算 得のために、今年度 までのリードジェネレーションサイト戦略の施策を提案
してほしい」
毎月の改善施策ならば自 がありますが、戦略となると が大きくなります。事業として、どのような戦略があるの
でしょうか 　今まで のよいコンバージョンや 数の 得を目 してリードジェネレーションサイトのウェブ解
析を行ってきましたが、そもそも、リードジェネレーションサイトの戦略とはどんなものがあるのでしょうか 　そし
て戦略としての長所と 所はどこにあるのでしょうか

第7章ではウェブサイトの目標について、事業に貢献するためにビジネス戦略としてどのような軸があるのかと、それぞ
れの長所と 所を学びます。また、経営視点になったときに気にすべき 標や注力すべきポイント、注意すべきポイン
トを学びます。
第2章でウェブ解析の目的やKPIを学びました。 期的な視点での改善も 要ですが最 的に事業としての成長を える
と戦略や経営に関わる 標の理解も必要です。
➡「7-1　イーコマースに関わるビジネスの理解」では、イーコマースサイトの基本的な戦略とそれぞれの長所と 所、
施策ごとの注意点を学びます。

➡「7-2　リードジェネレーションに関わるビジネスの理解」では、リードジェネレーションにおける代表的な戦略と、
長所と 所、施策ごとの注意点を学びます。
➡「7-3　メディアサイトに関わるビジネスの理解」では、メディアのビジネスの基本的な戦略や施策を学びます。
➡「7-4　サポートサイトモデルに関わるビジネスの理解」では、サポートサービスでの基本的な戦略と施策、ビジネス
標を学びます。

➡「7-5　アクティブユーザーモデルに関わるビジネスの理解」では、サブスクリプションのビジネスにおける基本的な
戦略や施策を学びます。

➡「7-6　グローバルでのウェブの利用 」では、海外でのウェブ解析で知っておくべきユーザーの利用 の いを
学びます。
➡ 「7-7　中国でのウェブの利用 」では、海外でも特に いの大きい中国のウェブやデジタルマーケティングの
を学びます。
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7 -1 〈発展〉イーコマースに関わるビジネスの理解

　イーコマースサイトの販売戦略としては、事業内容によって、どこに軸 を くかで、 のようにとるべき戦略
が わってきます。

◦ 品販売か型 販売かという軸
◦ 店舗展開かマルチチャネル展開（オンラインやオフラインでの多店舗展開）かという軸

7 -1-1　イーコマースサイトの事業内容と販売戦略
　 品販売では、少数の商品を軸に、アップセルやクロスセルなどのリピートをいかに促すかが戦略の基本です。
型 に基づく販売では、さまざまな商品を取り い、商品 全体を面で認知させ、購入を促すかが戦略の基本で
す。型 販売のほうが認知されているため売上は伸びやすい 面、商品ごとに競合との価格の優位性が求められる
上に、市場に優位な と価格を運営する商品管理コストなどの 動費が高くなる 向にあります。
　 店舗展開では、店舗 持コストなどの 定費が く えられますが、販 が られるため、売上が伸び む
向にあります。一方、マルチチャネル展開はチャネルの数が増える分、売上があるものの、店舗 持コストなどの
定費が高くなります。
　サプリメントや化 品などは、 品販売が中心になり、お し品などの もしくは 価格商品の購買を促し、
そこから正規品、さらに高級品の 続利用を促すことになります。そして、購入した顧客の関 性を 持すること
が売上では 要になります。一方で、家 やパソコンなどは、型 に基づく販売が中心で、新規顧客の 得のキャ
ンペーン、 している商品が しやすいユーザビリティやナビゲーションなどの導 、購入した顧客などにより、
さまざまな商品を べるサイト作りが売上では 要です。
　自社独自商品など、市場認知がない商品は販促が容 ではなく、モールのランキングで1位になるなどの第三者評
価をもとにブランディングしていき、認知度が高まったときに 続的に 持コストのかからない自社サイトや自社店
舗中心の販売に 更することになるため、販促のコストが大きくなります。認知されてない で広告に 度な
入をすると、広告 率が高くなりすぎるため、 します。マルチチャネル展開では、オンラインショッピングモー
ルや展 会、ポップアップショップ展開などで売上が増えるものの、 定費が増える点が課題になります。

単
店
舗　

マ
ル
チ
チ
ャ
ネ
ル

単商品（オリジナルブランド） 型番商品

● ブランド認知度
● 商品カテゴリーの独自性
● リピート購入率
● ユーザー満足度
● LTV

● ブランド認知度
● 商品カテゴリーの独自性
● リピート購入率
● ユーザー満足度
● LTV

● バックヤードオペレーションコスト
● 複数チャネルの役割に応じた効果指標

● 商品の検索結果順位
● 価格競争力
● 差別化できる付帯サービス
● リピート来店率
● 客単価・購入頻度

● 商品の検索結果順位
● 価格競争力
● 差別化できる付帯サービス
● リピート来店率
● 客単価・購入頻度

● チャネルのオーガニックでの露出
● ブランド認知度
● チャネルの顧客満足度

図7-1-1　イーコマースサイトの マップ
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7 -1-2　イーコマースのビジネス用語
　イーコマースのビジネスモデルでは、広告以外にもさまざまなコストがかかっていることを理解しておきましょう。

変動費
◦ロジスティックコスト（ ・ ・ コスト）
物流や 、 にかかるコストです。在 や 地域によるコスト増加には気を付ける必要があります。

◦ ・ポイント
決 システムを利用すると、システムの利用に加えて、決 金額に応じた手数 がかかります。また、ポイン
トシステムを うと、ポイントシステム費用とポイントをコストに計上する必要があります。

固定費
◦ ・クレーム

品はウェブ上では できませんが、経営上の大きなコストになっている可能性があります。また、クレー
ムに対する対応コストは商品によっては が必要です。

◦ ・ コスト
商品には 持コストがかかるものがあったり、期 を ぎたら するコストがかかったりします。

◦出 ・システム利
ショッピングモールでは、月額費用や売上に応じた手数 がかかります。

◦
商品登 には、 真 、 法などの情報収集、ウェブ掲 の作業コストがかかります。大 の商品を うと
きの「さ（ ）、さ（ ）、げ（原稿）」の業務を行う「ささげ 」と ばれる専門業者もいます。

◦ ・
オンラインとオフラインの広告コストがかかります。また、広告代理店や運用代行会社の手数 も必要となり
ます。

◦キャンページページ
キャンペーンに必要なランディングページやウェブサイト構築にもコストがかかります。

◦ メルマガ・SNS利
メルマガの やソーシャルメディアの運用を外部に している場合は、そのコストがかかります。

◦
その他、店舗、販売促進、物流、経理、総務など、さまざまな人件費がかかります。

◦
アフィリエイト広告を う場合はアフィリエイターに、店舗や を経由したキャンペーンでは手数 がかかり
ます。これらの販促手数 も計上します。

◦システム
システムの 持にもコストがかかります。また、新規システム開発では 加コストがかかります。施策によっ
ては、新たな開発コストを 定する必要があります。ただし、 価 として年間コストを計上することもあ
ります。

◦バックヤードオペレーションコスト
物流、在 、受発注業務などの販売に かせないコストです。在 ・点数が増えたり、チャネルが増えたり
ると増大します。
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7 -1-3　イーコマースの戦略ごとの気を付けるべきポイント
単品販売×単店舗展開の販売戦略
　顧客との上 な関 を構築し、会社やお店をブランディングしていくことが大 です。「そこでしか買えない」「対
応が早い」「優れている」「商品がいい」といったクチコミを ぶように、サービス面を徹底的に え上げてくださ
い。売上向上のために販売促進に力を入れすぎると、 来的に します。
　そのブランドや運営手法をもとに、他店との 化や優位性を発 して多店舗展開へチャネルを増やしていくこ
とが販売戦略の 道の流れです。このようにして、 な販促コストが えられ、さらにたくさんのファンがいる
中での 大は、売上増大をさらに後 しします。

単品販売×マルチチャネル展開
　マルチチャネルでは、 定費がチャネルの数に して増大します。そのため、多店舗展開用のバックヤード
ツールなどを利用して受発注・在 の管理を統一し、少ない時間、少ない人数で 理対応できるようにマネジメン
トを行い、 定費を下げていきます。リアルとネットを 合したマルチチャネルの場合は、リアルのみで積 的に
販売するのではなく、ネットで認知してもらい、リアルで接客し、購入してもらうといった複合的な役 分担で販
売する戦略が望ましいです。その際には、人事 課として、ネットとリアルの両方のスタッフを評価できるように
構築する必要があります。

型番販売×単店舗展開
　見込み客、顧客の流入元は自 が一 になるように、SEOによる上位表 対策や、商品の を多く掲 でき
るかが 要です。それができたとしても、価格で競合他社と べられ、価格に優位性がない場合は購入されません。
そのため、販促コストを上げすぎないように、広告を利用しない戦略をとるべきです。また、他社が販売していな
い独 販売 の商品 を取り えるとよいでしょう。この戦略をとれば、マルチチャネル戦略へと 大していっ
たときに、容 に市場シェア1位となり、独 した売上増大が望めます。

型番販売×マルチチャネル展開
　この場合の販売戦略は、自 の上位表 はもちろん、すべてのチャネルエリアで商品 のシェア30 以上を
目 してください。この販売戦略は、開発コストや販売コストを えられる 面、販 大で 戦します。まずは
LTV（ライフタイムバリュー）を上げるため、購買者満 度を高める製品開発と、リピート購入しやすいインターフェ
イスや購買者への通知手 の完成を進めてください。

7 -1-4　イーコマースの利益計画の立案
　上級ウェブ解析士で学ぶ内容として、イーコマースで利益目標を達成するための計画立案を 介しておきましょ
う。表7-1-1のような広告を っていないイーコマースサイトで、利益を出す広告の 算の 得 を説明します。運
用型広告を って収益をあげるために、いくら広告に 資をすべきかを計画していきます。
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7-1-1　あるサイトの

All Others PPC Ads

トラフィック セッション 100,000 100,000

CV 1,000 1,000

収支 売上 ¥8,000,000 ¥8,000,000

広告費用 ¥0 ¥0

原価 ¥2,000,000 ¥2,000,000

サイト運営費 ¥1,000,000

利益 ¥5,000,000

標 商品 価 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

商品原価 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

CPC ¥50 ¥50

CVR 1.00% 1.00% 1.50%

　「All」がサイト全体のデータで、「Others」は広告以外のデータ、「PPC Ads」が運用型広告のデータです。「All」は
「Others」と「PPC Ads」の合計値です。また、売上は商品 価（客 価）にCVを けた金額、原価は商品原価にCVを
けた金額となります。CPCは、広告1クリックあたりのコストです。
　このサイトで、利益として10,000,000円を達成するためには、広告費用をいくらかければよいでしょうか。なお、
広告のCVRは1.5%としています。
　まず、「売上 経費 利益」なので、求める広告費のセッション数を「X」として方程式を作ります。

7-1-2　 のセッション を「X」としたときの

All Others PPC Ads
トラフィック セッション 100,000 100,000 X

CV 1,000 1,000 X×1.5%
収支 売上 ¥8,000,000×X×

1.5%×¥8,000
¥8,000,000 X×1.5%×¥8,000

広告費用 X×¥50 ¥0 X×¥50
原価 ¥2,000,000×X×

1.5%×¥2000
¥2,000,000 X×1.5%×¥2000

サイト運営費 ¥1,000,000
利益 ¥10,000,000 ¥6,000,000

標 商品 価 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000
商品原価 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

CPC ¥50 ¥50

CVR 1.00% 1.00% 1.50%

　まずは、PPC Adsの利益を計算式にします。CVRが1.50 なので「CV=X×1.50 」です。したがって、「PPC Ads
による売上 PPC Adsのコンバージョン数×商品 価 X×1.5%×¥8,000」と算出できます。経費は、原価と広告
費用の合計なので、「経費 X×1.5%×¥2000＋X×¥50」です。
　 に、サイト全体の利益で方程式を作ります。経費を 分化すると、商品の原価に加えてサイト運営費が必要で
す。したがって、表7-1-2から 当する 目を代入して、 のような方程式を解くことになります。



368 ェ

ビ
ジ
ネ
ス

ご
と
の

な

と

第
7
章

（¥8,000,000 X 1.5% ¥8,000） ¥1,000,000 X ¥50 （¥2,000,000 X
1.5% ¥2000） ¥10,000,000

　これにより、X=125,000、つまり広告で125,000セッションを 得すれば目標利益を達成できることがわかります。
そして、1クリック50円であることから、125,000×50円 6,250,000円の広告費用が必要であることもわかります。

7-1-3　 の

All Others PPC Ads

トラフィック セッション 225,000 100,000 125,000

CV 2,875 1,000 1,875

収支 売上 ¥23,000,000 ¥8,000,000 ¥15,000,000

広告費用 ¥6,250,000 ¥0 ¥6,250,000

原価 ¥5,750,000 ¥2,000,000 ¥3,750,000

サイト運営費 ¥1,000,000

利益 ¥10,000,000 ¥6,000,000 ¥5,000,000

標 商品 価 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

商品原価 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

CPC ¥50 ¥50

CVR 1.28% 1.00% 1.50%
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7 -2 〈発展〉リードジェネレーションに関わるビジネスの理解

　見込み客（リード）を育成（ジェネレーション）する活動のことで、リードジェネレーションサイトでは、リード情
報の 得を目 します。リード情報として、 の情報をいつ、どのフォームから 得するのかを事 に設計するこ
とが必要です。リードジェネレーションサイトの戦略によって、 視すべきポイントが わってきます。

7 -2-1　業種によって異なる重視すべきポイント
　リードジェネレーションサイトは、見込み客であるリード（情報）を 得することが目的です。リード情報には
メールアドレスや 名、企業名などが含まれます。リード数を増やすことを 視するか 得するリードの を 視
するかで戦略が わります。
　リード数 視の場合は、 得した 階では、成 したときの客 価が不明です。この場合、リードの 得件数と
店舗への 客数、商談率、成 率を見ることになります。不動産や 式場などが、これに当てはまります。
　一方で、B2B事業のように、リードを 得した 階で顧客の企業 性によって商談や案件 価に があったり、
企業 性によって売上に見込みが立つ場合は、リードの が 要です。この場合、件数の大小よりも 得したリー
ドの業種や企業規模が 視されます。

7 -2-2　リードジェネレーションサイトの代表的な戦略
　従来は、マーケティングの 果、リードを 得したあと、すぐに成 するかどうかで成 を してきました。
しかし、特にB2Bのように意思決定までに時間がかかる場合、すぐに成 につながることは です。そして、リー
ドを成 につなげるためには、対面営業（セールス）やリアル施策（接点）との組み合わせが必要不可 です。
　そこで、リード 得のためには、 のような代表的なマーケティング戦略があります。

リードナーチャリング
　 得したリード（見込み客・潜在顧客）をメールや電 な
どを用いてナーチャリング（関 を 成する）プロセスです。
一口にリードといっても、潜在顧客から 在顧客まで、さま
ざまなステップがあります。それぞれのステップにおいて
適 な情報提供やコミュニケーションを行うことで、 タ
イミングが来るまで、関 を 持しておきます。
　従来、 7-2-1に したプロセスは、すべて営業担当者個
人の で行われてきました。しかし、メールやセミナー
などといった顧客の意思決定に合わせたコンテンツを提供
し、仕組み化することで、営業担当者個人 位では実行で
きなかったコミュニケーションが可能になりました。マー
ケティングオートメーション（MA）を利用し、顧客の行動や
企業 のイベントに合わせて適 なメールや電 を行うこ
とも、その1つです。
　 得したリードについてもっとも知りたいポイントは、どのくらい意 が高いかという点です。リードナーチャ
リングは、ユーザーが収集した情報や行動をもとに、 意を 定することも 要な役 です。

顧
客
の
量

顧客の質

・ダイレクトメール
・セミナー
・リターゲティング広告
etc.

・SEO
・ウェブ広告
・ソーシャルメディア
etc.

リード
ジェネレーション領域

リード
ナーチャリング領域

0

既存
顧客

潜在
顧客

見込み
顧客

未開拓
ユーザー

発掘
ユーザー

図7-2-1　リードナーチャリングの
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インサイドセールス
　リードジェネレーション領域からリードナーチャリング領域にリードを受け渡す役 として、インサイドセール
スの 要性が高まっています。インサイドセールスは、顧客に訪問する従来の営業（フィールドセールス・アウトサ
イドセールス）の対義語で、主に電 やオンラインを用いて商談を行います。インサイドセールスは、以 からコー
ルセンターが主に担ってきた販促活動やカスタマーサポート活動と基本的には同じで、新しいものではありません。
B2BでもB2Cでも 在していました。
　リードジェネレーションサイトでのマーケティング活動が高度化し、訪問しなければ収集できなかった顧客の情
報やニーズの収集が可能になってきています。一方で、顧客が自力で情報収集できる環境は、フィールドセールス
の顧客訪問による情報提供やコミュニケーションは費用対 果が くなってきています。

フィールドセールスインサイドセールス

営業用
リスト作成

アポイント
メント獲得

ヒアリング 見積もり
作成

営業 契約

図7-2-2　インサイトセールスとフィールドセールス

　このような で、マーケティングとセールスの橋渡しをするため、インサイドセールスによる顧客とのコミュニ
ケーションの 要度が高まっています。インサイドセールスの役 は、マーケティング活動から商談機会を創造す
ることです。また、商談につなげるための情報提供をしたり、商談につながった顧客の成 率を高めるためのニー
ズや 性情報の収集も求められたりします。このような複雑な対応を求められるインサイドセールスは、従来のカ
スタマーサポートとはゴールも なってきます。従来の顧客の不満や問題を解決することが役 だった受け身の
カスタマーサポートから、顧客の成功を支援し、顧客の体験を高める積 的な対応を行うという役 になっていま
す。カスタマーサポート（CS）からカスタマーサクセス（CS）に役 が わったともいえます。

アカウントベースドマーケティング（ABM）
　リードジェネレーションサイトでは、見込み顧客のリード情報を 得することが目的ですが、 っていた顧客が
来るとは りません。そこで、事業内容に合わせて ったターゲットを企業 位や業種 位で特定し、デジタル接
点とリアル接点の両方を通じてアプローチしていく手法を します。
　従来型のABMでは、トップセールスなどの対面型の営業を通じてアプローチしていました。アナログ的な施策が
一般的です。しかし、デジタル接点であるボトムアップでアプローチする方法が加わり、両方から特定企業に仕
ける戦略を立てられるようになりました。したがって、 った企業や特定の企業に対して、どの部 の誰（リード）
の情報を 得できたか、ウェブサイトはデジタル接点としての 率で施策を評価していきます。 体的には、
得したリードの で評価します。ターゲット企業の含有率、 った企業の対象部門のリード 率などです。

アカウントの
選定

主要人物の
特定

コンテンツの
決定

チャネルの
決定

PDCAで
最適化

キャンペーンの
決定

 
図7-2-3　ABMのプロセス
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　ABMでは、アカウント（ターゲット企業）の 定が よりも 要です。さらに、主要人物（キーマン）を特定し、そ
の人に対してデジタル接点とアナログ接点の両方でアプローチを えていくことになります。ほかの手法に べ
て、よりセールスに近い、デジタルマーケティング手法ともいえます。

7 -2-3　リードジェネレーションのビジネス用語
　リードジェネレーション型のビジネスでは、特に営業担当者や事業部との良 な連携がもっとも 要です。事業
の成果につながる「受注」を 得できるのは営業担当者だからです。セールスとリードジェネレーションで われる
用語を理解しておきましょう。

◦エリア
特定の地域を担当とし営業 口となる営業担当です。

◦キーマン
意思決定に 力があったり、成 有 を決めたりする 要な人物です。必ずしも決 者とは りません。

◦ コード
リードや見込み客企業に対して付与する のことです。従来は企業や部 ごとに独自に付けるケースも多
かったのですが、最近は外部データベースを利用することも増えています。

◦ パーミッション
一度メール などのパーミッションを得ているものの、一度 られたり、すでにアプローチから相当時間が
経っていたりする場合に、 度 の を得ることです。

◦サスペクトリード
が不明なリード（顧客）のことです。購買に一歩進んだ見込みが少しでもある顧客を「プロスペクトリー

ド」とも びます。どちらも明 な定義をしておく必要があります。
◦ せ
複数のフォームや施策で 得したリード情報を、ユニークな 位で 理することです。一般的な名寄せのキー
はメールアドレスになりますが、複数人で1つのメールを う業種もあるため、キーの定義は必要です。名寄
せをしておかないと、同じ人に同じメールが 通も いて メールになる可能性があるため、名寄せの運用
ルールは明 にしておきます。

◦
「1.男 2. 」のようにリードを 分する値のことです。リードをセグメントするときに 分値での分 が必要
です。

◦正
リード情報に含まれる社名や 名など、全角半角英数 、特殊環境文 などのルールを明 にしておくことで
す。名寄せ作業のときにはデータが正規化されていることが 提になります。

◦BANT（バント） 
顧客の現在の を する代表的な 目です。「Budget（ 算）」「Authority（決 ）」「Needs（必要性）」
「Timeframe（導入時期）」の 文 を取ったものです。この4つがあるかどうかでMQLかSQLかを します。
◦SCOTSMAN（スコッツマン）
顧客の現在の を する 目 。BANTだけだと不 する場合は、SCOTMAN情報のように を決
める必要があります。SCOTMANとは の 目名の 文 を取ったものです。
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表7-2-1　SCOTSMANの 目

Situation（立場） 企業における担当者の立場・役職
Competitors（競合） 担当者が自社以外に している製品
Opportunity（ 件） どのような 件での購入を望んでいるか
Timeframe（導入時期） 導入するとしたらいつの時期か
Size（規模） 導入になった場合の規模感はどの程度か
Money （金額、 算） 算として 保している金額はどの程度か
Authority（決 ・ ） 導入するための はあるか

Needs（必要性、要望） どのくらいの必要性があるか

7 -2-4　リードジェネレーションサイトで気を付けるべきポイント
　リードジェネレーションサイトでは、イーコマース以上にユーザー情報（リード）が 要です。ウェブ解析を利用
してリードジェネレーションサイトで 得したユーザーを成 に び付けるためには、イーコマースサイトなどの
ように、ユーザーのウェブ上での行動だけを解析の対象にしては不十分です。ウェブ上でのユーザーの行動に加え
て、そのユーザーの地域や組織や人間関 などの 性情報、展 会や商談などのオフラインでのユーザーとの接
活動の情報が 要です。さらに、トラッキングコードを用いてメール経由のオンライン行動を することや、ソー
シャルメディアでの 動の 定も貴 な情報 になります。
　ただし、これらの情報の利活用はユーザー本人の事 が必要なので、必ずオプトインを行った上で進めてく
ださい。たとえば、メール経由での行動の解析やそれに基づくセールスやプロモーションや情報を利用することを
ユーザーに伝えないと、コンプライアンス やクレームなどのトラブルになる可能性があります。オンラインで
の行動データは個人情報に含まれるため、リード情報は常に名寄せを行い、企業からのコミュニケーションがスパ
ム化しないよう注意しましょう。 達や 応のないリードをリストから するなど、リードの を い求めるの
ではなく、アクティブで の高いリードを常に保っておくことも 要です。

7 -2-5　リードジェネレーションの利益計画の立案
　上級ウェブ解析士で学ぶ内容として、リードジェネレーションで利益目標を達成するための計画立案を 介しま
す。表7-2-2のようなリードジェネレーションサイトがあったとき、新たなソーシャルメディア広告への 資に対し
て、CVRの目標をいくらに設定すればよいか計画を立案します。
　「All」がサイト全体のトラフィックで、現 では「Paid search」で顧客を 得しています。イーコマースと って原
価はかかりませんが、商談率、 率があり、 した件数だけが売上となります。
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7-2-2　あるリードジェネレーションサイトの

All Paid search Social Ads
トラフィック セッション 100,000 80,000 20,000

CV 400 400
商談数 80 80
数 20 20

収支 売上 ¥5,000,000 ¥5,000,000
広告費用 ¥6,000,000 ¥4,000,000 ¥2,000,000
サイト運営費 ¥1,000,000
利益 ¥0

標 客 価 ¥250,000 ¥250,000 ¥250,000
CPC ¥50 ¥100
CVR 0.50% 0.50%
商談率 20% 20% 20%
率 25% 25% 25%

　このサイトは、サイト運営費用として1,000,000円かかることもあり、利益は出ていません。そこで、ソーシャ
ルメディア広告の 算として2,000,000円を計上しました。 の 果、CPC100円で運用できそうで、20,000セッ
ションの 得が期待されます。その際の目標利益は500,000円です。さて、Social Adsでの運用は、CVRが であ
れば目標達成できるでしょうか 　商談率、 率は わらないとします。
　まず、ソーシャルメディア広告のCVRをX として各 目を めていきます。

7-2-3　ソーシャルメディア のCVRを「X 」としたときの

All Paid search Social Ads
トラフィック セッション 80,000 80,000 20,000

CV 400 400 20,000×X%
商談数 80 80 20,000×X%×20%
数 20 20 20,000×X×20%×25%

収支 売上 ¥5,000,000＋¥250,000×
20,000×X%×20%×25%

¥5,000,000 ¥250,000×20,000×X%×
20%×25%

広告費用 ¥6,000,000 ¥4,000,000 ¥2,000,000
サイト運営費 ¥1,000,000
利益 ¥500,000

標 客 価 ¥250,000 ¥250,000 ¥250,000
CPC ¥50 ¥100
CVR 0.50% 0.50% X%
商談率 20% 20% 20%
率 25% 25% 25%

　利益は、売上からを し引いたものなので、この場合であれば、売上から広告費用とサイト運営費用を引きます。
数は、つまり、表7-2-3から 当する 目を当てはめると、 のような方程式となります。

（5,000,000 250,000 20,000 X% 20% 25%）（2,000,000
4,000,000 ） 1,000,000 500,000
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　この方程式を解くと、「X 1 」となり、コンバージョンレートが1.00 を超えれば目標利益500,000円を達成で
きそうだということになります。

7-2-4　ソーシャルメディア の

All Paid search Social Ads
トラフィック セッション 100,000 80,000 20,000

CV 600 400 200
商談数 120 80 40
数 30 20 10

収支 売上 ¥7,500,000 ¥5,000,000 ¥2,500,000
広告費用 ¥6,000,000 ¥4,000,000 ¥2,000,000
サイト運営費 ¥1,000,000
利益 ¥500,000 ¥1,000,000 ¥500,000

標 客 価 ¥250,000 ¥250,000 ¥250,000
CPC ¥50 ¥100
CVR 0.50% 0.50% 1.00%
商談率 20% 20% 20%
率 25% 25% 25%
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7 -3 〈発展〉メディアサイトに関わるビジネスの理解

　ニュースメディアやブログなどのメディアサイトでは、イーコマースサイトやリードジェネレーションサイトと
なり、コンバージョンページを設定して 導することが目的ではありません。サイトのコンテンツによって、関
心を集め、良 な情報を提供することで、より多くの人に 度も訪問してもらい、 ページも見てもらうことが
要です。メディアサイトの展開戦略としては、 のようなものが げられます。

◦広告媒体のメディアとしての収益を 視する、自社有 コンテンツやセミナーやイベントへの参加に 導する
◦ 体のメディアを強化して集客するメディア展開、オンラインオフラインで複数のメディアにコンテンツを展
開して 出を高める展開

7 -3-1　メディアサイトの事業内容と販売戦略
　広告媒体としての収益を上げる場合には、純広告、メール広告、アフィリエイト広告、運用型広告を 得するた
めのマーケティングやセールス施策が 要です。広告で収益を 得するためには、広告主や広告代理店、アフィリ
エイターにとって媒体として 力あるページビュー数やMAUが 標となります。そのため媒体としての 出力を
強化するための広告やソーシャルメディアやSEOを活用した集客が 要です。
　自社有 コンテンツとは、定期購買するサブスクリプション的なモデルや、書 や電子コンテンツ販売、オンラ
イン、オフラインのセミナーや自社サービスや商品を します。ページビューなどの も 要ですが、それ以上に
自社有 コンテンツに合ったターゲットのユーザーの が 要であり、これらの有 コンテンツの購入に 導でき
るサイト内のコンテンツの強化も必要です。
　 体のメディアを中心に展開戦略を進める場合、ソーシャルメディアやSEOなどは、すべてそのメディアへの集
客手 となります。集客施策が集中でき、媒体としての 率的にページビューやMAUを増やせます。しかし、幅広
いチャネルやターゲットを うのは しいため、 期間に集客数を増やすことが だったり、施策が られてし
まったりするという 点があります。また、ターゲットユーザーが自 に増える ではないなら、メディアの視
者も一定規模で 打ちになりがちです。
　一方で、マルチチャネル
の展開を進める場合、オフラ
インやオンラインでそれぞれ
ターゲットとコンテンツを最
適化することや、複数のチャ
ネルを活用したエンゲージメ
ントを高める戦略が取れるた
め、集客数を増やし、ペー
ジビューやMAUを 期間に
伸ばすことも可能です。一方
で、複数媒体にターゲットが
分 するため、 的に1媒
体あたりの 者数は少なくな
り、運用や広告 も複雑で
になりがちです。

自
社
事
業
で
収
益
化

広
告
事
業
で
収
益
化

単体メディアで展開 複数のメディアで展開

● 自社メディアPV数
● ユーザー登録数・MAU
● メディアの検索クエリ数・

クリック数
● SNS のエンゲージメント

● 自社メディアPV数
● ユーザー登録数・MAU
● メディアの検索クエリ数・ク

リック数
● SNSのエンゲージメント

● 広告売上・広告クリック率
● 一般キーワードでのインプレッション数
● SNSでのエンゲージメント

● メディア別でのインプレッショ
ン数・エンゲージメント数

● メディア別エンゲージメント数

● メディア別でのインプレッショ
ン数・エンゲージメント数

● メディア別エンゲージメント数

● 自社製品のPV数・CVR
● 会員登録数
● 固有名詞（自社製品）のクエリ数・クリック数

図7-3-1　メディアサイトの マップ
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　メディアを展開することで自社が行う事業の収益化をする場合、 のような目的が えられます。

7-3-1　メディア による 社 の

新規顧客 得のため ・ 在ニーズの顧客の 得
・ 潜在ニーズの顧客に気付きや商品認知を促す

顧客の開拓のため ・ 活性化支援のための事 介やサポート
・ アップセル／クロスセル
・ ユーザーのロイヤルティ向上

　メディアで広告やメディアを資産とした事業で収益化する場合は、 のような目的が えられます。

7-3-2　メディアを とした の

メディアへのトラフィックを収益にする ・ 広告の掲
・ ほかのチャネルにコンテンツを

セミナーやリード 得、書 などがある場合 ・ セミナー し込み件数
・ リード 得件数
・ 書 販売数

　そして、それぞれ解析すべき 標が なってきます。

7 -3-2　メディアサイトごとの気を付けるべきポイント
　メディアサイトにおける最 ゴールは、そのメディアが生む収益です。収益は、すでに べたように、オンライ
ンとオフラインで分けることができます。どのような収益構造であるにせよ、まず大 なのはページビュー数を増
やしていくということです。
　ページビューは3つの 標に 数分解が可能で、メディアサイトにおいてはどの 標も大 です。

訪問者数ページ
ビュー数 平均訪問者数 平均閲覧ページ数

図7-3-2　ページビュー の

　それぞれの 標は、 のように定義されます。

◦ サイトに訪れた人数
◦平 セッション ユーザー（集計期間で1人が平 で 回サイトに来ているか）
◦平 ページ ページビュー セッション（訪問時に平 ページを見ているか）

　つまり、ページビュー数を増やしていくためには、この3つのいずれかの 標を伸ばすということです。それぞれ
の 標の基本的な伸ばし方も改めて 認しておきましょう。

訪問者数
◦ 事の種 ・ とSEOを意 した書き方による、自 からの流入増（＋AMP対応などの技術的な取り組み）
◦Facebook・Twitter・Instagramなどのソーシャルメディアアカウント運営によるファンの 得と流入の増加
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◦リスティング広告・バナー広告・ソーシャル広告などの各種広告施策による認知 大と流入増
◦キュレーションアプリ・ポータルサイトなどにコンテンツを提供し、面を増やすことによる認知 大と流入増

平均訪問者数
◦メールマガジン・RSSリーダー・オフラインイベントなど、 の 者に直接情報を ける媒体を活用した流入増
◦リターゲティング広告など、すでにサイトに来たことある人に 訪を促す

平均閲覧ページ数
◦サイト内のUI改善による直 率や 率改善
◦ 事レコメンドなどを活用して複数 事を してもらうことによる平 ページ数の増加

　実施可能な施策が多岐に渡るため、実際の運営では優 順位を決めて行うとよいでしょう。たとえば、訪問者数
に関しては「コンテンツ提供を積 的に実施」、平 訪問者数に関しては「リターゲティング広告の活用」、平
ページ数に関しては「 事をレコメンドする仕組みの導入による回 強化」といった です。関わる部 や代理店
などをマネジメントする必要がある部分も多いため、このように優 順位を決めることが大 です。
　 に、収益面に関する 標も 認しておきましょう。それぞれの収益タイプに合わせて わってきます。

総PV数PV単価の
広告売上 広告掲載率 広告単価（PV単価）

総コンタクト数タイアップ
広告売上 タイアップ決定率 案件平均単価

 図7-3-3　 の

　広告売上は大きく分けて、ページビューに するものと、そうではないものがあります。したがって、それら
の 標を 々に見ておく必要があります。各 標は、 のようになります。なお、広告 価に関しては、CPCでは
なく「CPM（Cost Per Mille）」を い、1,000回を 位としています。

◦総PV数 サイト全体のPV数
◦広告掲 率 サイト全体のPVに対して、広告が掲 されている 合（1つのページに複数広告が掲 される可
能性も する必要あり）

◦広告 価 1PVあたりの金額設定

　これらの数値を改善していく上で大 なのは、1PVあたりの価値を上げていくということです。つまり、1ページ
に複数の広告を掲 したり、ターゲティングによる高 価な広告を掲 したりといったことです。本当に大 なの
は1PVあたりの収益性で、1,000PVあたりの広告売上を「RPM（Revenue Per Mille）」といいます。
　タイアップ広告に関しては、営業の 力による「総コンタクト数」と「タイアップ決定率」という 面が大きくなっ
てきます。ただし、「タイアップ決定率」に がある要 の1つとして、サイト自体のパワー（ PV数）があるので、
オンラインでの 力が間接的に を与えることになります。
　たとえば、会員制（月額）などの場合は、 の3つ式が大 です。

◦有 会員による売上 会員数×月額 価
◦ 会員数 会員＋新規会員数 退会数
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◦新規会員 非会員の訪問者数×会員登 率

　これを1つの式にまとめると、 のようになります。

会 による 上 （ 会 会 （ 会 の 会 ））

　これらを伸ばすための基本戦略としては「いかに新規会員を増やすか」「いかに退会数を らすか」ということに
なります。オンラインの 者をオフラインのイベントで収益化するためには、 のような式になります。

セミナーなどでの 上 リーチできた し み い 上

　つまり、サイト上での広告やメールマガジンなどによってリーチ人数をまずは増やしていくことがポイントです。
支 い率は実際に し込んだ人の当日の参加率などで わってくるので、 し込み率と支 い率に関しては両方と
も 認しておきましょう。
　メディアのビジネス構造にもよりますが、これらの 標を 認しながら、サイトの改善方 や施策の評価を行う
のが基本です。まずはどの 標を 視するかを 理し、それらを定点観 できるようにしましょう。

7 -3-3　メディアサイトでの代表的な戦略
　メディアサイトで用いられる主な戦略として、コンテンツマーケティングとインバウンドマーケティングを 介
します。

コンテンツマーケティング
　コンテンツマーケティングとは、ユーザーに有益な情報・コンテンツを提供することで自社の商品・サービスの
ファンになってもらい、購買につなげるためのマーケティング手法です。コンテンツの 式は、動画やテキスト・画
・イラスト・メールマガジンなど多様で、決まった 式はありません。
　日本では2014年ごろから 及し始めましたが、アメリカでは10年以上 から として 在しており、 界中の
企業が注目・実践しています。テレビCMなどに代表される従来の広告やマーケティング手法と なる点は、企業か
らユーザーに向けてマーケティングメッセージを けることでニーズを 起・ 在化させる、いわゆるプッシュ型の
手法ではなく、ユーザーニーズに応えるコンテンツを作成し、ニーズが 在化しているユーザーを きつけるプル
型の手法であるという点です。

コンテンツマーケティングの有効性
　これまでも、企業はパンフレットやDM・テレビCMなど、さまざまなコンテンツを作成してきました。コンテン
ツマーケティングの 要性が増してきた最大の要 は、スマートフォンの 速な 及とアプリケーションの技術進
化によって、ユーザーの行動様式が 化したためです。
　数年 までは、動画を見るのはテレビ、 な 治経 情報は新聞や経 、ファッションやトレンド情報は雑
というように、コンテンツの種 によって媒体を分けるのが一般的でした。しかし、現在のスマートフォンは、
動画や書 、ゲームなど、あらゆるコンテンツに れられるデバイスに進化しています。そのため、ユーザーの情
報収集・コンテンツ消費の入り口がスマートフォンを介したインターネット 間に集 されつつあります。つまり、
これまでのようにテレビCMや新聞・雑 広告を出稿しても、ターゲットユーザーに情報が きにくい時代になった
ということを意 しています。同時に、ウェブ上でいかにユーザーに情報を けるか、見つけてもらえるかがマー
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ケティングの 要課題になったということでもあります。
　さらに、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアの により、ユーザー自身が情報を発 するハードル
が格 に下がったため、ユーザーに価値があると思われたコンテンツは一気に される文化や環境が 立したこ
とも げられます。
　そして同時に、ユーザーの 感を買う（ 上する）ようなコンテンツも されるようになりました。 に問題の
コンテンツを しては わりというわけにはいかなくなってきたのです。
　こうした時代の 化に対応する方法として、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供してファンになって
もらうコンテンツマーケティングが注目されています。

コンテンツマーケティングの評価指標
　 のように、コンテンツマーケティングは、ユーザーニーズに応えるコンテンツを提供することで、自社のプ
ロダクトのファンになってもらったり、購買につながるようにユーザーを 成したりするための手法です。そのた
めには、コンテンツマーケティングの 果の進 を るためのKPI（第3章）を設定し、定期的に 果 定・改善して
いくPDCAサイクルを回していくことが 要です。
　コンテンツマーケティングのKPIを決めるときは、どの目的のためにコンテンツマーケティングを行うのかで
します。

1.ブランディング・ 大
　ブランディングや認知 大を っている場合、大 になってくるのは、主にキーワード 順位とSNSでのシェ
ア・RT数です。KPI として のようなものが げられます。

KPI
訪問者数、 流入数、リピーター数、キーワード 順位、外部リンク数、SNS経由流入数、シェア・
RT数、SNS上のコメント、SNSフォロワー数、エンゲージメント率、動画 生回数

◦キーワード
キーワード 順位については、Google Search Consoleなどのキーワード解析ツールを って、「 自分たち
のメディアにどのようなキーワードで流入しているか」「流入キーワードの中で、 果が1ページ目（10位
以内）に表 されているキーワードは か」「 果が上昇しているキーワードは か」といったことを 認
します。 数が増加しているコンテンツを見つけたら、そのコンテンツをシリーズ化したり、 なるテーマ
で同じ り口のコンテンツを作成したりするなど、今後のコンテンツ作成の 材 にしましょう。

◦SNSでのシェア・RT
FacebookページやTwitterアカウントでの 稿への「いいね 」やシェア数・RT数を るのも大 ですが、
「Social Analytics」1（Google Chromeの 機能）などを 用し、 流入でたどり いたユーザーが自発的に
シェア・RTした数値も分析します。

2.プロダクト・サービス
　プロダクト・サービス理解を目的としている場合、KPIはページ 在時間、直 率、メルマガ登 数、サイト上の
コンテンツ 用率、動画 生時間、完全 生率などが げられます。たとえば、自社のサービス説明ページなどで
あれば、見るべきはページ 在時間と直 率です。

1　https://chrome.google.com/webstore/detail/social-analytics/opdidgpfnocifonijghpiffbobbdpjck
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◦ページ
ページ 在時間は、長ければよいというわけではありません。なぜなら、2 3分で めるコンテンツに10分以
上 在している場合、内容が しすぎて理解に しんでいることが えられるからです。 在時間が い場合
は、ユーザーニーズに合わないコンテンツだったため してしまったとも、 にニーズにマッチして 座に
みが解決したとも えられます。そのため、ページ 在時間は「このコンテンツ であれば、このくらいの

時間」という見当を付けておくとよいでしょう。

◦
直 率は いほうが望ましいです。ただし、ページ内容との 合性を する必要があります。ページ 在時
間のケースと同様に、Q&Aなどの問題解決を目的としたページであれば、内容がわかりやすいページはすぐに
直 することが されるからです。

　これらのことから、 在時間が に い、もしくは に長くて直 率が高いコンテンツを改善するようにし
ます。この場合、主な流入元（ やソーシャルメディアなど）から、ユーザーがそのページへ来た心理やニーズを
し、コンテンツの り口がユーザーニーズと合っているか、コンテンツは見やすい内容になっているかなどを

分析・改善しましょう。

インバウンドマーケティング
　インバウンドマーケティングとは、従来の広
告やメールによるプッシュ型の 中心だっ
た従来のマーケティング（アウトバウンド）に
対し、ユーザーが興 を持ち、 してきたと
きに適 な情報を提供することで売上につな
げていくマーケティング手法です。その意
では、B2BだけではなくB2Cにも当てはまり、
イーコマースやアクティブユーザー型のビジネスモデルでも応用できる え方です。
　 体的には、ユーザーの興 関心に合わせていくつかのステージに分け、ウェビナー（オンラインセミナー）やホ
ワイトペーパーなどを提供することで興 関心を高めていきます。このときに 要な手法はブログです。企業やプ
ロダクトのオウンドメディア上でブログを戦略的に発 し、それぞれのステージのユーザーが関心を持つコンテン
ツを充実させ、関心を高めていくコンテンツを提供し続けることになります。
　 え方としてリードナーチャリングと た 面もあります。つまり、リードをどちらの 面から成 につなげて
いくかという見方の いであるともいえます。

アトラクト
（惹き付ける）

コンバート
（見込み客に転換する）

クローズ
（顧客化する）

ディライト
（顧客を満足させる）

推奨者顧客見込み客訪問客潜在顧客

図7-3-4　インバウンドマーケティングの れ
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7 -4 〈発展〉サポートサイトモデルに関わるビジネスの理解

　サポートサイトは、製品やサービスの利用者に適 な情報を 速に提供することで、満 度を高め、営業やコー
ルセンターの対応コストを らすことが直接的な目的です。さらに、潜在的な 要に適 な情報を提供することや、
顧客の要望に添った情報を提供することで、 顧客の購買の増加や、製品の改良や新製品開発のヒントを得

る 果も期待できます。しかし、販売チャネルが多様化したことから、その位 付けも わってきています。

7 -4-1　サポートサイトの戦略
　従来は、サポートサイトでの情報提供の方法としては冊子やPDFによる が一般的で、その場合であればダウ
ンロード数しかわかりませんでした。しかし、ウェブやアプリのコンテンツとして掲 すると、利用 歴をアクセ
ス解析で知ることができます。さらに、ウェブを用いたサポート方法としては、マニュアルサイトもあればFAQサ
イトなども えられます。また、利用しているユーザーによるコミュニティやチャットボットなど、多岐に渡りま
す。サポートサイトの戦略としては、 の2つの軸があります。

◦利用していない潜在 要も含めたオープンなサポートサイト
◦利用者や事 に登 した会員に対するクローズドなサポートサイトかの軸

クローズド オープン

● 登録ユーザー数
● ログイン率
● MAU、DAU
● ユーザー属性
● 商談率・成約率

● セッション数
● 検索キーワード
● 製品ページ閲覧数
● CV率・ページの価値

● PV数、ユニークPV数
● 滞在時間・PVs/Sessions
● 問い合わせページ遷移数

図7-4-1　サポートサイトの マップ

　 7-4-1の戦略にあわせたKPIの を 介していきますが、製品やサービスによって見るべき 標は わります。

7 -4-2　サポートサイトの対象者による利点と欠点
　オープンなサポートサイトでは、潜在 要向けの情報は製品優位性も 介することで新規顧客開拓のマーケティ
ングへの貢献も期待できます。しかし、製品の利用を 提とした説明ができないためにコンテンツ制作 が増え、
作成 持コストが高くなる 向があります。また、 者を制 できないため、個 のユーザーごとの 行動を
特定できないので、製品の改良やセールスへの展開は しくなります。
　クローズドなサポートサイトでは、ユーザーを会員登 ユーザーや製品利用者に特定できるため、説明内容をあ
る程度 ることで、コンテンツ開発やメンテナンスコストの が可能です。また、個 のユーザーごとの問題解
決や製品の改良につなげる活動やセールス活動への応用も期待できます。ただし、 用者に対する情報提供が制
されるため、マーケティングへの貢献は期待できません。
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7 -4-3　サポートサイトのビジネス用語
FAQ
　「よくある 問」「Q&A集」のことで、「Frequently Asked Questions」の略です。ユーザーの 問に対する回 とい
う 式をとることが大半で、 繁に問い合わせがある 問をまとめたものです。

サポートコミュニティ
　ユーザーと企業が 用方法に対して回 をするコミュニティサイトやアプリを します。ユーザーによる 速な
対応と交流の活性化が期待できる一方で、サポート内容が間 っている可能性やユーザー間のトラブルになるリス
クもあります。

サポート率
　サポートサイトのページのPV数のうち、ページ内のアンケートなどで「役に立った」と えた率です。「サポート
率 役に立った回 数 PV数」で算出します。

不満足率
　サポートサイトのページの回 のうち、ページ内のアンケートなどで「役に立たなかった」と えた率です。その
ページの改善が必要になります。「不満 率 不満 な回 数 回 数」で算出します。

ユーザーとお客さま
　「ユーザー」という 葉は、メーカーサイトでは「製品利用者」であり、ウェブ解析におけるそれとは定義が なる
ことに注意をしてください。中古品購入者は「ユーザー」ですが、「お客さま」ではないケースもあります。その場合
でも製品サポートを求められることもあり、そのコストを する必要もあります

製造責任法（PL法）
　製造者の を要件とせず、製造物に があったことを要件とすることにより、 責任を 及しやすく
した法 です。一般に、この説明責任を果たすため、取 説明書と されることが多いマニュアルは製品原価と
して計上されます。

製販分離
　業界によっては、自動 のように販社とメーカーが分 している場合があり、その場合は製造原価と販売促進の
コストも分 して計上します。このような業界では、原価として計上すべきウェブサイトで販売促進することがコ
ンプライアンス上の問題になるケースがある点に注意してください。

チャットボット
　サポートサイトや製品ページでチャットを設けて 名でサポートを行うケースがあります。顧客満 度は上がり
ますが、対応コストは高くなります。そこで、「チャットボット」と ばれるプログラムを利用することで、一般的
な 問を自動回 にすることがあります。

7 -4-4　サポートサイトで気を付けるべきポイント
　サポートサイトの原則は、ユーザーの満 度を高めつつ、対応コストを下げることです。一方で、ほとんどのサ
ポートサイトでは、潜在 要に適 な情報を提供し、 顧客の深 りも意 しています。ただし、製販分 の原
則などに注意をしながら対応することが求められます。
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　以 は、サポートとは企業のコストセンター
であり、アウトソーシングや自動化によるコス
トダウンばかりが注目されていました。しか
し、プロモーションやセールスが 果を上げに
くくなっている近年では、マーケティングの
要な役 として顧客満 度を高めるサポートが
要になってきています。サポートサイト（サ

ポートコンテンツ）は、広報・販促や製品・企業
と合わせて 要な企業のブランディングのチャ
ネルであるととらえると、どのように 率的に
ユーザーの満 度を高めるかが戦略の中心となります。ユーザーは 利用者から熟 者まで多種多様です。その
ためには「誰に対して」「 を提供する」ことで満 度を高めるかが 要なポイントです。

7 -4-5　サポートサイトでセグメントを活用する例
　サポートサイトでは、ウェブ解析におけるユーザーやセッションをセグメント化することで、「誰に」「 を」提供
して満 しているかを することが可能です。ここでは、 を げて説明していきます。なお、実際には企業に
よってサービス内容やサポート体制が なるため、このとおりにセグメントすることが正しいとは りません。セ
グメントを活用した1つの事 と えてください。

B2Cのセグメント活用の例

ユーザー未登録
製品比較情報閲覧
ユーザーの評判閲覧

未利用者 初心者

問い合わせ

離脱

上級者中級者

自己解決できない！

自己解決 自己解決 自己解決

販売店検索
返品方法　

活用方法　　　　　
オプション商品閲覧

機能提案　　
製品推薦　　
上位機種検討

問い合わせページ
架電　　　
来店　　　

上位機種購入
サポート回答
機能提案

オプション製品購入
中級者向け情報閲覧
閲覧頻度低下

ユーザー登録済
初心者向け情報閲覧
チュートリアル利用

クレーム
他社乗換

図7-4-3　B2Cユーザーの と を める

　たとえば、 利用者から上級者までセグメントすると、それぞれ製品利用でハードルになるポイントがあります。
それらを自 解決できれば、サポートコストを増やさずに満 度も高めることができ、製品の多く利用されること
でしょう。この場合は、Google アナリティクスのアドバンスセグメントなどのユーザーのセグメント機能を利用し
て、ユーザーごとに適したコンテンツを見つけやすくするために、サイトフローの 更やMAツールで最適なコン
テンツを表 することを してください。

広報・販促 ADs Sales PR

製品・企業 Products Campaign Profiles

サポート
コンテンツ

FAQs マニュアル コミュニティ

ウェブ
フォーム

コール
センター
コール

センター

チャット
アプリ

担当部署

サポート
チャネル

図7-4-2　コンテンツの とサポートチャネルの
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B2Bのセグメント活用の例
　B2Bの場合は様相が なってきます。B2Bでは、製品の導入は 率化や競 優位性を持つことなどが目的です。導
入時はコストがかかっても、どこかで事業目的を達成するための 率化をし、トラブルなく運用できることと、さ
らなる 率化のために 資をすべきかを できることがゴールになります。

ユーザー未登録
製品比較情報閲覧
業界評判閲覧

未利用者 導入期

問い合わせ

離脱

安定期効率期

自己解決できない！

自己解決 自己解決 自己解決

導入プログラム・
導入事例　　　　

成功事例　　　　　　　　
紹介ブログ・効率化事例　

問い合わせ減　　
上位機種購入
処分方法確認

問い合わせページ　　
コールセンター
営業担当へ連絡

業務引継
需要調整
上位機種購入

稼働率改善
労力削減
コスト削減
オプション製品購入

ユーザー登録済
トレーニング
導入支援

解約申請　　
感情的な対応

図7-4-4　B2Bユーザーの と を める

　たとえば、製品をまだ利用していない （ 利用）から製品を問題なく利用している （安定期）までセグメン
トで分けると、それぞれ課題が なります。自 解決できない場合は、 速にコールセンターや営業担当が対応す
ることが 要になります。
　サポートサイトでは、このようにB2C、B2Bでユーザーの と 度 容でセグメントをすることが 要になり
ます。
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7 -5 〈発展〉アクティブユーザーモデルに関わるビジネスの理解

　アクティブユーザーモデルでは、 続的な利用と、定期的な課金ユーザーが収益 となるため、いかに多くの
ユーザーに長い期間利用してもらい、その中で有 会員や課金人数の 合を増やすかが直接的な目的です。間接的
な目的として、アクティブユーザーを集め続けるとともに、ユーザーの関心をつなぎ留め、満 度を高めていける
かが 要です。
　アクティブユーザーモデルでは、 の2つの軸に分けることが可能です。

◦定期課金を主な収益 とするか、アイテム購入などのスポットの課金を主な収入 とするか（ハイブリッド型
も の1つ）という軸

◦ビジネス、ライフスタイルに役立つ実務的なサービスか、ゲームや 楽コンテンツとして楽しむエンターテイ
メントサービスの軸

　どちらの場合も、アクティブユーザーを増やすことが 要です。さらに軸によって取るべき戦略が なってきます。

7 -5-1　「サブスクリプション型」「都度課金型」の事業内容と販売戦略
　定期的な課金を主な収入 とするサブスクリプション型では、サービスの課金は利用サービスのランクに基づく
一定額の 求が基本です。いかに 続課金サービスにユーザーを 導できるか、課金ユーザーのランクを上げるこ
と、解 （チャーン）を ぐことが 要です。
　都度課金を主な収入 とするサービスでは、サービス内のイベントやキャンペーンを通して、 課金のユーザー
に対しては最初の課金のハードルをいかに下げるか、すでに課金しているアクティブユーザーには 購入を促すた
めの 力的な施策を提案できるかが 要です。
　会計や健康管理といった実務的なサービスでは、利用する目的自体はサービスそのものではない場合が大半で
す。そこで、セミナーや勉強会など、実務や生活で利用できるためのコンテンツの提供がカギになります。モチ
ベーションを上げたり成長を実感できたりする機会を用意しましょう。
　一方で、エンターテイメントなサービスでは、サブスクリプションそのものの 楽性が 要となります。したがっ
て、サービスの 力を き続けるとともに、課金した人に成長を実感させることが必要です。つまり、お金を っ
た 果として強くなった、ほかの人の役に立てたという優 感を 成する取り組みが大 ということです。

7 -5-2　ビジネスのフェーズごとの対策
　アクティブユーザー型のモデルでは、 要
なKPIはフェーズによって わります。
　 7-5-1は、リリース後の期間を4つの
フェーズに分けたものです。

時間を4つのフェーズに分ける
　リリース直後からリリース後期にかけて
の時間を4つのフェーズに分け、それぞれの
フェーズにおける を説明します。

規模

時間

リリース 初期 中期 後期

シナリオ 4
シナリオ 5

シナリオ 3

シナリオ 2シナリオ 1

　　　図7-5-1　アクティブユーザー のフェーズとシナリオ
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1. リリース
サービスをリリースした直後、 1 2カ月の時期です。大半のサービスは、このタイミングでうまくいくかど
うかをある程度見 めることができます。また、リリース時にどれくらいのプロモーションを行うかによって、
集まる人が大きく わってきます。このタイミングでは、明らかにダメな になっていないかを 認するこ
とが大 です。

2. 
リリースしてから2 6カ月くらいの時期です。このタイミングで、サービスを 続するのか、クローズに向か
うのか、または、今後も伸びる 地があるのか、あるいはそもそもまったく伸びていないのかといった が
行われれることが多いです。たとえば、売上は伸びていなくても、ほかの 標がよいので、改めてプロモー
ションをかけるかなどが議論に上がります。

3. 中
リリースしてから6カ月 1年半くらいの時期です。クローズするという が下された場合は、サービスが
了している時期です。また、 続すると されたサービスに関しては、「順 に売上を伸ばし続けている」

「サービスとして伸び んでいる」という2つの方向性が見えてきます。 者は問題ないのですが、後者に関し
ては、伸びの 化の を めて、 度上昇気流に せることができるかがポイントです。サービスの び方
の見直しや、大きな機能 加や 更などが られる時期です。

4. 
リリースしてから1年半以上のサービスです。ここまで来るサービス自体、非常に られています。この
フェーズに入ると、「引き続き伸ばし続ける（ しい ）」「中期と同じように、また売上が 化する」「売上が
ち続ける」という3つのパターンがあります。

　 に した 7-5-1では、リリースしたサービスの くシナリオをグラフとして しています。 葉に き え
ると、 のようなパターンです。

◦シナリオ1 すぐにクローズ
◦シナリオ2 最初は り上がるものの、 持できない
◦シナリオ3 きっかけをもとにサービスが 発し、売上を伸ばす
◦シナリオ4 売上は順 に伸びるものの、 々に下がることを められない
◦シナリオ5 売上が 化するという危機を り え、成長を続ける

フェーズごとのKPIと優先順位
　ここまで、4つのステージと5つのシナリオを 介してきました。もちろん、これに当てはまらないパターンもあ
りますが、ほとんどのサービスがどれかに当てはまるはずです。期間を各フェーズに分けると、それぞれのフェー
ズでKPIを えるべきことがわかってきます。
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7-5-1　フェーズとKPI（サブスクリプション のゲームの ）

フェーズ KPIと優 順位
リリース サービスとして中長期的に楽しんでもらえるのかを するフェーズ。ゲームであれば、 んでいる人の意

を るために「 」をKPIとして 視し、新規と の 続率の両方を 認する。この時点でほとんど
の人が してしまうようであれば、サービス自体に問題を えている可能性が高い
順 に人が増えているか、 続率は 持できているかを 認する。多くのサービスの場合、リリース当初は
続率が高いものの、すぐに下がってきて、あるところで横ばいになる。この横ばいの値がどれくらいにな

るのかが、サービスを続けるか かを する上で 要になる。また、人を集め続けられているかという意
で、DAU／WAU／MAUが大 になる。サービスとしての売上のポテンシャルを るためのARPPUも
要な 標。最初に売上を作るにはARPPUを上げることが大

中 ここからは、「DAU／WAU／MAU」「 ・ 」「チャーン ・ 」のいずれかで課題が発見されるケー
スが多い。
　・ 人を集めることができなくなってきていないか（DAU／WAU／MAU）
　・ 人は増えているがお金を う人が伸びていない、あるいは っている（課金人数・率）
　・ サービスから する人数や 合が増える（ 数・率）
いずれも、このような課題を発見し、それを施策で修正しようとしたときに改善できたかを する 要な
標。特に改善が しいのは課金人数や課金率。ARPPUと して、上げるための 度は相対的に高い
基本的には中期と見るべき 標は わらないが、ここまで来るとサービスを する人数や 合というのは
大きく わらず、 続率に大きな 化も見えなくなる。また、新たな機能やコンテンツを 加しないと、新
規人数を増やすのが しい時期。そこでまずは「WAU／MAU」を 認しながら「チャーン率」の改善に取り
組む。今後大きく人が増えることはない中で、定期的に んでくれている 数に 化がないかをチェックし
ておく。また、サービスの機能や中身をある程度入れ えたり、増やしたりといった 化がないと、 々に
ARPPUや も下 する。中期のときよりも長いスパン（月 半期 位）で課題の を発見し、大きな機
能改善などに取り組むことが大

　なお、いずれのステージでも売上を 認しておくことは必要ですが、改善施策を えて売上を伸ばすことを実現
するためにも、必ずKPIを 認します。改善や課題のヒントは、売上そのものからは見つからず、KPIから原 を特
定することで初めて見えてきます。

7 -5-3　サブスクリプション型・都度課金型以外の収益モデル
　サブスクリプション型・都度課金型以外にも、いくつかの関連する収益モデルがあるので、説明しておきましょ
う。 体的には「売り りモデル」「 い 題モデル」「アプリ内広告モデル」の3つです。

7-5-2　 モデルの

モデル分 モデル 要
り切りモデル 一度の売り りで収益を得る仕組み アプリなどの日々の 利ツール、コンシュー

マーゲーム（家 用ゲーム）の 植、学習アプリ
など

い モデル 通 キャリアの月額定額サービスに参加すると
で利用できるもの。通 キャリアが一 で

集金し、アクティブユーザー数でその金額を っ
た額が収益となる

ドコモは「スゴ得コンテンツ」、auは「auスマート
パス」、ソフトバンクは「App Pass」という名 で
展開している

アプリ
モデル

アプリ内に広告を表 させ、ユーザーが広告を
クリック（タップ）する、もしくはアプリをダウン
ロードすることによって収益を得る
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　表7-5-2に げた3つのモデルでは、それぞれでマネタイズのためのKPI設計が わってきます。

売り切りモデルの特徴とKPI
　売り りアプリは、シンプルに「ダウンロード数 売上」となるため、アプリ制作者はこの収益モデルから入って
いくことが多いようです。しかし、アプリストア内には で高品 なアプリが大 にあり、 名のアプリが売れ
ることは非常に しいのが現実です。
　そこで、 名のアプリを売っていくためによく われる手法として、「フリーミアムモデル」があります。つまり、
の体験版アプリを用意し、ダウンロードの を下げた上で、気に入った場合に有 アプリ購入に 導すると

いうものです。このモデルでは、 体験版のダウンロード数をKPIに設定し、有 アプリへの 導率を見ながら
各種施策を実施していきます。

使い放題モデルの特徴とKPI
　 い 題サービスは、キャリアが運営元となってアプリを します（Appleのネイティブアプリはキャリア定額
ができないため、基本的にはAndroidのみ）。ユーザー のメリットとしては、月額300 400円程度で複数の有
アプリを利用できるという点です。 い 題サービスのKPIは、アクティブユーザー数（DAU）とチャーン率です。
　なお、iOSではうまくいっている有 アプリが、Androidでは るわないというケースもよくあるようですが、 
その場合、定額サービスに入ることで安定したという実 もあります。

アプリ内広告モデルの特徴とKPI
　アプリ自体は で して、アプリ内の広告で収益を上げるという、多くのアプリに実 されているマネタイ
ズ方法です。Googleでは「AdMob」などのメーカー アドネットワーク（ウェブサイトなど複数のウェブ広告媒体を
集めて広告 ネットワークを作り、それらの媒体に広告をまとめて する仕組み）への参加も可能で、Yahoo!
やMicroAdといった外部のアドネットワークも一般的になりました。
　広告には、さまざまな課金方式があります。クリック時やダウンロード時など、課金のタイミングが わること
で、 視するKPIもおのずと わってきます。それぞれの広告でKPIが わってきますが、アプリ内広告モデルでマ
ネタイズをするのにもっとも 要なことは、どの広告（アドネットワーク）を利用するのかという点です。作ったア
プリによってユーザー層に いが出たり、広告の最適な も わったりします。「A社の広告はあまりタップされ
なかったが、B社の広告はよくタップされた」ということもあります。 純に「A社よりもB社の広告がよかった」と
いうものではなく、アプリと広告の相性があることも してください。
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7 -6 〈発展〉グローバルでのウェブの利用状況

　全 界におけるウェブの利用 とマーケティングについて、東南アジアを中心に解説します。

7 -6 -1　デバイス・インターネット回線
　地域や国によるユーザーのインターネット利用環境の いを 介します。

まだ低い東アジアのインターネット浸透率
　全 界の 76億人の人口に対してインターネットの利用人口は40億人で、全 界人口の53 （以 、インター
ネット浸透率）となります。また、大 のインターネット浸透率は、北 94 、西 90 、北米88 となり、ア
ジアエリアでは、西アジア（中近東）の65 がトップで、続いて東南アジアの58 、日本を含めた東アジアは57 で
す。この統計における日本のインターネット浸透率は93 となっており、 界的に見ても上位です。そして、イン
ターネット利用人口成長率は年率7 と、全 界人口増加率が8 であることを えると、全 界の人口増加率と
して、インターネット利用人口は増加していることもわかります。

7-6-1　 の のインターネット利

順位 地域名 インターネット利用率（ ）
1 北 94

2 西 90

3 北米 88

4 南 77

5 東 74

6 オセアニア 69

7 南米 68

8 西アジア（中近東） 65

9 中米 61

10 東南アジア 58

順位 地域名 インターネット利用率（ ）
11 東アジア 57

12 南アフリカ 51

13 中 アジア 50

14 北アフリカ 49

15 カリブ 48

16 西アフリカ 39

17 南アジア 36

18 東アフリカ 27

19 中 アフリカ 12

出 We are social digital in 2018 1

国によって大きく異なるインターネット利用料
　2017年11月の全 界でのブロードバンド回 利用 の平 費用は、イランが一 安く、日本円 算（$1 110円）
では591円で、東 の国々が続いています。また、東アジア・東南アジア地域で一 安いのはタイの2,922円で、
・ 国・中国・シンガポールと続き、日本は5,529円で第82位です。
　一方で、 界で一 費用が高いのは、西アフリカのブルキナファソで1カ月10万円以上が必要となります。意外
なところでは、ブルネイ・ダルサラーム国は、1人当たり名目GDPが320万円 /年を超えるような 的 かな国で
はあるものの、インターネットインフラコストは所得を しても非常に高くなっています。

1　https://digitalreport.wearesocial.com/
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7-6-2　 のインターネット コスト

順位 国名 地域 金（US$） 金（日本円）
1 イラン・イスラム共和国 西アジア $5.37 ¥591

2 ウクライナ 東 $5.51 ¥606

3 ロシア連 東 $9.93 ¥1,092

4 モルドバ共和国 東 $10.80 ¥1,188

5 シリア・アラブ共和国 西アジア $12.15 ¥1,337

6 エジプト・アラブ共和国 北アフリカ $12.42 ¥1,366

7 ベラルーシ共和国 東 $12.77 ¥1,405

8 ルーマニア 東 $13.47 ¥1,482

9 カザフスタン共和国 東 $13.71 ¥1,508

10 ジョージア 東 $16.68 ¥1,835

27 タイ 国 東南アジア $26.56 ¥2,922

30 中 国（ ） 東アジア $27.52 ¥3,027

34 大 国 東アジア $29.34 ¥3,227

40 中 人 共和国 東アジア $32.25 ¥3,548

57 シンガポール共和国 東南アジア $38.75 ¥4,263

62 イギリス 西 $40.44 ¥4,448

70 マレーシア 東南アジア $44.22 ¥4,864

82 日本 東アジア $50.26 ¥5,529

87 カンボジア 国 東南アジア $52.89 ¥5,818

88 フィリピン共和国 東南アジア $53.23 ¥5,855

107 ベトナム社会主義共和国 東南アジア $62.49 ¥6,874

114 アメリカ合 国 北米 $66.17 ¥7,279

131 インドネシア共和国 東南アジア $75.85 ¥8,344

133 ミャンマー連 共和国 東南アジア $75.96 ¥8,356

187 マリ共和国 西アジア $163.44 ¥17,978

188 ジンバブエ共和国 東アフリカ $170.00 ¥18,700

189 クック 島 オセアニア $172.96 ¥19,026

190 ケイマン 島 カリブ $175.27 ¥19,280

191 ハイチ共和国 カリブ $224.19 ¥24,661

192 ラオス人 主共和国 東南アジア $231.03 ¥25,413

193 ブルネイ・ダルサラーム国 東南アジア $267.87 ¥29,466

194 ナミビア共和国 南アフリカ $440.67 ¥48,474

195 パプアニューギニア独立国 オセアニア $597.20 ¥65,692

196 ブルキナファソ 西アジア $961.22 ¥105,734

出 Cable.co.uk（イギリス） Broadband Price Comparison 2018 | UK & Worldwide 2

通信事情によって100％を超えるデバイス利用率
　全 界のモバイルデバイス利用人口は51億人と、全人口の68 を めています。また、人口対モバイル接続率
の表によると、全 界平 では人口対 で118 となります。これは2 持ちをしている人の 率が高ければ高いほ

2　https://www.cable.co.uk/broadband/deals/worldwide-price-comparison/
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ど、人口対モバイル接続率が上がるからです。1位は東 で、その は南アフリカ、第3位は東南アジアです。これ
は、 の日本のように電 会社によって電 に強 があるため、2 持っておかないと電 やインターネットがつ
ながらないことがあるという理由です。また、以 はメジャーブランドしかモバイルデバイスを製造できず、全
界的に高価格 のモバイルデバイスしかありませんでしたが、最近では、中国やその他各国のメーカーにより、機
能を とした 価版のモバイルデバイスが流通したことによる2 持ち率が高まったことも要 の1つです。

7-6-2　 の のモバイル （ 口 ）

順位 地域 人口対モバイル接続率
1 東 157%

2 南アフリカ 147%

3 東南アジア 141%

4 南 126%

5 北 123%

6 西 119%

7 南米 115%

8 オセアニア 110%

9 西アジア（中近東） 108%

10 北アフリカ 106%

順位 地域 人口対モバイル接続率
11 北米 103%

12 東アジア 103%

13 中 アジア 98%

14 中 アメリカ 96%

15 南アジア 91%

16 西アフリカ 89%

17 カリブ 74%

18 東アフリカ 61%

19 中 アフリカ 58%

出 We are social digital in 2018

7 -6 -2　トリプルメディア（ペイド・アーンド・オウンド）の使われ方
　国や地域によるメディアの われ方を説明しておきましょう。

アジアを例に見る海外メディアの独自の進化
　海外では日本以上にデジタル化が進んでおり、伝統的なメディアである新聞・雑 の発行部数は人口に対して少
なくなっています。しかし、メディア企業自体は独自の進化を げており、たとえば、インドネシアの「OKE ZONE.
com」

3
は、ウェブメディアとしての り口だけではなく、オンラインテレビや地上 を保有・運営したり、ターゲッ

トを り込んだ上でのイベント開催などを行ったりしています。そうすることで、デジタル上の広告としてだけで
はなく、リアルの販売促進につなげるメディアパワーを持っています。
　また、アジアでのアーンドメディア・オウンドメディアの認 は、Facebook・Instagramなどのソーシャルメディ
アからの発 が自社アカウントによる発 力がオウンドメディア以上に強いため、日本のようにオウンドメディア
をつなぐアーンドメディアとしての活用ではなく、ソーシャルメディアの自社アカウントもオウンドメディアの1つ
として活用しています。
　一方で、日本のメディアでは、雑 は雑 、新聞は新聞、ウェブメディアはウェブメディアと、それぞれのメディ
アが独立しています。そのため、複数のメディアでプロモーションを展開していく際にも、それぞれに対して広告
を打っていく必要があります。

アジアで高度化するトリプルメディアを活用したプロモーション
　 体的な活用事 としては、まずオンラインメディアにペイドメディアを って広告で集客します。オウンドメ
ディアの1つとして自社のソーシャルメディアで発 をし、メディアに広告として 事を出稿し、そのメディアの

3　https://www.okezone.com/
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ソーシャルメディアによる出稿告知という両方からアプローチをかけます。また、そのアプローチによって、一般
消費者の認知 階の受け として、自社のウェブサイトをオウンドメディアとして活用し、その中に自社CMもし
くは商品・サービスの 介・説明動画を め込みます。
　その他に、大型ショッピングモール内でのタッチ＆トライイベント（ 作品や 食を せる催事場などでのイベン
ト）や、 外広告などで認知度向上の 求を行い、トリプルメディア＋オフラインでの 求を組み合わせて、クロス
メディアで展開していきます。 のように日本ではメディアごとに業務内容が分かれていますが、東南アジアで
は1つのメディアですべての対応が可能な場合が多いのです。

7 -6 -3　主要な広告手法
　アジアを中心に主要な広告手法を 介します。

アジアにおける高いソーシャルメディアの利用状況
　表7-6-3に したように、アジア各国でのデジタル社会の進化が進んだ 果、人口 でのソーシャルメディアの利
用率が日本よりも高くなっています。デジタル広告を掲 する上で中心的な役 を担っているFacebookは、日本
での利用率34 に対して、Facebookが えない中国を いて み70 以上の利用率であり、 要な広告手法と
なっています。
　また、中国国内においては、Facebook・Instagram・Twitter・LINEなどの利用は規制があり、中国独自の同様のア
プリが われています。たとえば、LINEと同様のメッセンジャーツールとしてWeChatがありますが、こちらは広
く中国を中心とした中 語文化 で利用されています。

7-6-3　アジア のSNS利

日本 中国 国 シンガポール マレーシア タイ インドネシア フィリピン

Facebook 34% 　 62% 77% 70% 70% 75% 41% 57%

YouTube 70% 　 74% 75% 71% 69% 72% 43% 56%

WhatsApp 　 　 　 17% 73% 68% 　 40% 15%

Facebook 
Messenger

9% 　 24% 48% 42% 47% 55% 24% 49%

WeChat 　 46% 7% 24% 24% 40% 17% 14% 　
Instagram 24% 　 39% 35% 44% 49% 50% 38% 36%

Twitter 45% 　 28% 21% 25% 30% 38% 27% 30%

Skype 9% 5% 10% 25% 26% 23% 22% 15% 28%

LinkedIn 　 7% 　 　 24% 19% 18% 16% 19%

LINE 54% 　 15% 71% 22% 19% 68% 33% 　
Google+ 16% 　 29% 35% 29% 32% 45% 25% 31%

出 We are social digital in 2018

　シンガポールでは、ソーシャルメディアを った告知やインフルエンサーによるプロモーションが一般的です。
インフルエンサーのブログ 稿・動画 稿についてのFacebook・Instagram 稿を広告主のオウンドコンテンツと
リンクをするという手法が一般的です。このことにより広 に でき、その後にフォロワーによるシェアから
の二 を うことができます。
　そのため、デジタルネイティブの若者たちがこぞって有名ブロガーになるべく、自 のコンテンツを作って
を行い、フォロワー数を増やしてセレブリティになるという流れも出てきています。最近ではFacebook・Instagram
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のストーリー機能を い、オファーのあったクライアントの新商品などをオーガニック に 稿し、フォロワーへ
の 期的な 求を います。

アジアにおけるテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の利用方法
　日本と同様に、どの国でも、新聞・雑 などの紙メディアは、その役 を えつつあります。こういった紙メディ
アは、 々にデジタル化を 進し、ウェブ上でのニュース 事や雑 コンテンツの 、動画 などに 化して
います。そのため、 のテレビやウェブメディアとの垣根が くなり、メディアとしての同 化が進んでいます。
　また、テレビも、ケーブルテレビなどで多くのチャネルが提供されているため、テレビCMの価値が 少しつつ
あります。一方、ラジオについては、特に の多い国では、 内でラジオを聞くことも多く、CM出稿費用がテ
レビと同等の場合もあります。

アジアにおける屋外広告の高い重要性
　 のひどいタイ・フィリピン・インドネシア・マレーシアなどの国々では、 中に 認することができる 外
広告が 要なツールになっています。これらの国々では、 外から都心部に出るための 道 の本数が めて
定的であるため、通勤時間に 時間もかけないと目的地にたどり けない が起きています。 中にスマート
フォンを見ることもありますが、 外広告もよく見られます。そこで、 道 には、 大な 外広告を設 し、
デジタルサイネージや 大な3Dのフィギュアとセットになる の 板が作成されます。さらに、ビル全体が一 の
板となるようなパネルで う 手な広告もあります。
　 外広告に加えて、 板とラジオを連動させる複数の手 で消費者に えかけるケースもあります。マレーシア
の事 で、ピーク時に 外広告とラジオの 組間のスポットで広告を流し、視覚と 覚への同時 求を行い、そし
て販売行う手法が最近では人気になっています。

国ごとに効果の高い広告手法は異なる
　広告手法 の 果は、国の によって大きく 化します。そのため、ある国ではテレビが有 であっとしても、
の国ではまったく有 ではないということが 々にして起きます。そのため、各国での有 な広告手法と 算を
べて、よりよい をすることが必要であることに注意してください。

7 -6 -4　主な解析ソリューション
　 章で説明したソリューション以外に、グローバルのマーケティングで えるソリューションを 介します。

グローバル・マーケティングで有用なウェブマーケティング解析ツール
◦Alexa（https://www.alexa.com/）
日本では「SimilarWeb」が有名ですが、海外では、Amazonの子会社であるAlexaが開発している「Alexa Web 
Search 4」もよく われています。Alexaは1996年から開発されている商業サイトのウェブトラフィックデータ
および分析ツールです。 体的には、各ウェブサイト上でのブラウズ動作に関するデータを収集し、Alexa

のウェブサイトに します。サーバー上で保 されたデータは分析され、ウェブトラフィックレポートの基
データとなります。そして、それらのデータをもとにして、Alexa Rankと ばれるデータなどが算出されま
す。また、それ以外の機能として、最適なキーワードを する機能、競合他社のキーワード分析を実施する
機能、自社サイトでSEOを行った場合の目標に対する最適化度合いを 定する機能などが含まれています。

4　 SimilarWebとはデータソースが なるため、メディアの媒体資 では 性を高めるため両者のデータを参 されることが多
いようです。
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ソーシャルリスニングツール
◦Zanroo（https://www.zanroo.com/）

図7-6-1　Zanrooの

タイ初のソーシャルリスニングツールです。ほかのツールに べて、「多 語対応」「API連携できるBIツール
（Sales Force CRM、tableau）が 富」「アジアの かいソーシャルメディアやメディアにも対応」といった点が
特 です。もともとタイにYahoo!やGoogleが進出する以 に、タイ語専門の サイトを立ち上げたのが始
まりで、現在では、Facebook・Instagram・Twitter・各種ニュースサイト・各種掲 板サイトに対して、セットし
た ワードに関する情報を収集することが可能です。そのデータをもとに、各種の広告やキャンペーンなど
の 果 定が可能です。また、同社のツールの強みとして、情報発 者のGPSがONの で 稿されたメッ
セージは、どこで 稿されたかをGoogle マップ上にマッピングして表 できることが げられます。その他
に、 ワードをセットすることで自動応 メッセージを発 したり、 上しそうな 稿がされたときに、自
動的に担当者にメールを したりする機能もあります。また、2018年には、デジタル上のトリプルメディア
（アーンドメディア・オウンドメディア・ペイドメディア）による認知・エンゲージメント・コンバージョンの 果
定を行う機能も 加されており、これまで以上にデジタル りのマーケティング活動の 率化に役立つツー
ルとなっています。

7 -6 -5　ソーシャルメディア・メッセンジャーの利用状況
　ソーシャルメディア・メッセンジャーの 界の利用 を 介します。

世界におけるソーシャルメディア・メッセンジャーの利用シェア
　 界中で一 われているソーシャルメディアは、Facebookです。全 界で21億6,700万人（2018年1月時点）が
利用しており、全 界人口に対する利用率は28.5 です。つまり、 界中の4人に1人以上は っている計算となり
ます。 が、動画 ・ サイトのYouTubeの15億人です。表7-6-4からもわかるように、いろいろな国で広く利
用されています。ただし、最近はマーケティングを実施するときの動画 手法としては、用 によって「Vimeo」 5 
を利用することもあります。Vimeoは、他社の広告 がなく、必要に応じてYouTubeなどよりも高画 で動画を
することが可能で、有 での動画販売にも対応しています。

5　https://vimeo.com/jp/



395改訂第10版

グ
ロ
ー
バ
ル
で
の
ウ
ェ
ブ
の

7

−

6

　第3位には、日本ではあまり みがないWhatsAppというメッセンジャーアプリが入ります。LINEのようにメッ
セージのやり取りができ、音 通 やビデオ通 も えます。このアプリが優れているところは、相手のスマー
トフォンにWhatsAppアプリが入っていれば、携 電 で することで音 通 ができる点です。また、
WhatsAppは、第4位にランクされているFacebook Messengerと同様に、Facebookが保有しています。
　最近のトレンドとしては、中国発の動画作成アプリのTikTokが10代を中心に流行の しを見せています。その
トレンドは東南アジアにも広がっており、主に10代から20代の学生を中心に人気が出てきているソーシャルメディ
アアプリです。15 の音楽とダンスを組み合わせた動画を に ・加工でき、Facebookや Instagramで 稿を
シェアできる点から人気に一気に がつきました。これからの高校生から20代を う宣伝 求では かせないア
イテムになってきます。今後の動向が注目されます。

7-6-4　 なソーシャルネットワークサービスの利

順位 アプリ 利用人口 利用率
1 Facebook 21億6,700万人 28.5%

2 YouTube 15億人 19.8%

3 WhatsApp 13億人 17.1%

4 Facebook Messenger 13億人 17.1%

5 WeChat 9億8,000万人 12.9%

6 QQ 8億4,300万人 11.1%

7 Instagram 8億人 10.5%

8 Tumblr 7億9,400万人 10.5%

9 Qzone 5億6,800万人 7.5%

10 Weibo 3億7,600万人 5.0%

順位 アプリ 利用人口 利用率
11 Twitter 3億3,000万人 4.3%

12 Baidu Tieba 3億人 4.0%

13 Skype 3億人 4.0%

14 LinkedIn 2億6,000万人 3.4%

15 Viber 2億6,000万人 3.4%

16 Snapchat 2億5,500万人 3.4%

17 Reddit 2億5,000万人 3.3%

18 LINE 2億300万人 2.7%

19 Pinterest 2億人 2.6%

20 YY 1億1,700万人 1.5%

出 We are social digital in 2018

日本でのソーシャルメディア・メッセンジャーツールの利用状況と世界との違い
　日本発のメッセンジャーツールであるLINEですが、 界では2億
300万人に利用されており、第18位にランクされています。国 で
見ると（表7-6-3）、 ・タイで 的に利用率が高くなっています。
　一方で、日本国内におけるソーシャルメディアの利用率は、1位が
YouTube、続いてLINE、そしてTwitter、Facebookと続いています。
特 としては、国産のLINEの利用率が高いことです。また、Twitter
が他国に べてよく利用されているものの、Facebookについては他
国の半分以下の利用率です。このような のため、日本における
広告展開においては、ソーシャルメディア上だけでは不十分であり、
その他のメディアと組み合わせた展開が必要不可 となります。

7 -6 -6 　シンガポールに見るイーコマースの状況
　イーコマースの 人であるAmazon.comの展開国は、意外なことに、アメリカを含めた主要14カ国に集中してい
ます。アメリカ以外では、イギリス・フランス・ドイツ・カナダ・日本・中国・イタリア・スペイン・ブラジル・インド・メ
キシコ・オーストラリア・オランダで展開しています。そして、2017年にはシンガポールで、Amazon Primeのサー
ビスを開始して、ようやく東南アジア進出を始めたばかりです。

7-6-5　日本での SNSの利

日本での利用率
YouTube 70%

LINE 54%

Twitter 45%

Facebook 34%

Instagram 24%

Google+ 16%

Facebook Messenger 9%

Skype 9%
出 We are social digital in 2018
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　また、ライバルとなるアリババ（阿里 集団）は、シンガポール・マレーシア・タイ・フィリピン・インドネシア・ベ
トナムで展開している東南アジア最大級のショッピングモールの「Lazada（ラザダ）」を保有しており、それまでアリ
ババ保有の中国サイトである （タオバオ）経由で購入していた消費者もLazadaから購入するような流れを作
り上げています。

シンガポールでよく利用されるアジアで有名な通販系サービス
◦Qoo10（https://www.qoo10.com/）
シンガポール・マレーシア・インドネシア・中国・香 ・日本で展開しているイーコマースサイトです。日本語・英
語を含む7 語に対応しています。同じ商品であっても、発 国や やオプションによって最 金額が
なるため、購入時に注意が必要です。ただし、自分が んでいる国に商品がなくても、他国から に取り寄
せられるのがメリットです。

◦Lazada（https://www.lazada.sg/）
上 のとおり、アリババグループが保有する東南アジア向けのイーコマースサイトです。ガジェット系に非常
に強く、Qoo10と同様に、他国からの も にできるところがアドバンテージです。

図7-6-2　Qoo10

食材生活雑貨系
◦Redmart（https://redmart.com/）

・ 食品を含む食 品や やトイレットペーパーなどの雑 を購入できるイーコマースサイトです。
日本円で 4,000円以上の購入で時間 定の 達となります。価格的にも、 通のスーパー みの価格
となっています。

◦Honestbee（https://www.honestbee.sg/en/）
2017年に日本進出を果たした買い物代行サイトです。日本では大 購入専門のスーパーと提携関 を ぶこ
とで成長し続けています。自分がほしい商品を注文すると、自分の代わりにスーパーで購入して 達してくれ
ます。
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図7-6-3　Redmart

デリバリー系
◦Foodpanda（https://www.foodpanda.sg/）
日本でも最近いくつかのサービスが始まっている「出 代行サービス」です。消費者がサイトからほしいもの
を注文すると、サイトに登 している 達員がお店に商品を取りに行き、自 まで してくれるというサー
ビスです。基本的には、お店と同価格とするルールとなっているため、消費者は を 加で うだけです。

◦Deliveroo（https://deliveroo.com.sg/）
Foodpandaと同様の出 代行サービスです。ヨーロッパ発のサービスで、自社のブランディングに してい
るため、レストランでもアッパーカジュアルラインのブランドが多く登 されています。また、当初は同エリ
ア内でのレストラン登 数に上 を設けて運営をしていました。

7 -6 -7 　アジアの金融・決済方法
　イーコマースで かせない金 ・決 の をシンガポール中心に 介します。

銀行系の決済
　シンガポールでは、日本以上に 行業務の 人化が進んでいます。インターネットの 明期である1997年には、
すでにインターネットバンキングのサービスが開始されていました。日本でのインターネットバンキングサービス
開始が2003年であることを えると、非常に早い 階です。また、最近、日本でも 及してきたトークン（ワンタ
イムパスワード発行機）は、2007年には導入・運用が開始されていました。それにより、高度なセキュリティを担保
した運用が行われています。

高速道路での決済
　マレーシアでは、高速道 での 金収受システムである「ERP」が1999年には全国で導入されています。これは日
本よりも2年ほど早い対応で、それ以 には、交通カードのようなカードにチャージをして、 金を うシステムが
1997年には 働していました。
　また、シンガポールでは、「CBD（Central Business District）エリア」と ばれる中心ビジネス に、通勤のピーク
時間 に自動 で入る際には、 の日本の関所のように交通 を支 う必要があり、自動収受システムが1998年に
は 働していました。当 システムの開発は、日本の大手企業によるものでした。
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店舗での決済
　小売店やレストランなどの店舗での決 方法としては、クレジットカードが1 目の となっています。決
の際は、カードを にセットするのではなく、お店 が ICチップ付きクレジットカード用に非接 型の （VISA 
payWaveなど）を用意し、それを用いることが主流となってきています。また、非接 型のものだけではなく、お
店 が 認 を用意して、スマートフォンやカードの代わりに で決 ができる仕組みも今後導入が進んで
いくことが されます。
　クレジットカードを媒介した決 方法以外では、各国のさまざまな企業からスマートフォン上のアプリを媒介し
た決 手 の提案がされているため、それぞれにとって利 性の高い決 方法が ばれて われています。

7-6-6　スマートフォンによる

Apple Pay・Google Pay スマートフォンのOS提供会社が提供している支 いサービス

Samsung Pay スマートフォンの機器提供会社が提供している支 いサービス

Alipay・WiPay 中国系の IT企業が中国国内外でアプリとして提供している支 いサービス

　一方で、中国のようにクレジットカードの 及が進んでいない国もあります。理由としては、クレジットカード
利用には電 回 もしくはインターネット回 が必要ですが、インフラ自体が発達していないため、必 的に

クレジットカードも 及しないことなどが げられます。しかし、このような国々では、今後、一気にスマートフォ
ンなどのモバイル を利用したQRペイメントなどが発達してくるものと えられます。

それ以外の決済方法
　これ以外には、シンガポールでは「NETS」という決 手 があります。1985年にシンガポールの大手地場 行 
5社がコンソーシアムを組んで設立した会社で、当初は 行のキャッシュカードをデビットカード的に える支 い
サービスとして立ち上がりました。現在では、「アプリによる非接 型」「QRコード」「カードによる非接 型」によ
る支 いが可能です。

7-6-7　アジア の の

　 行口座 及率 クレジットカード 及率 オンラインペイメント 及率
日本 97 66 36
香 96 64 36
国 94 56 52
シンガポール 96 35 28
マレーシア 81 20 19
中国 76 16 19
タイ 78 6 4
フィリピン 31 3 4
インドネシア 36 2 5
出 We are social digital in 2018 Southeast Asia / Eastern Asia

7 -6 -8　モバイルアプリの利用状況
　 界のモバイルアプリの利用 を 介します。

メッセンジャーが上位の月間アクティブユーザー数
　表7-6-8が、全 界における月間アクティブユーザー数のランキングです。上位はFacebookを始めとした
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ソーシャルメディアやメッセージアプリとなっています。1位のFacebook、2位のWhatsApp、4位のFacebook 
Messengerと6位の Instagramは、Facebook 下のアプリであるため、Facebookに関わるアプリのシェアがかな
り高いことがわかります。
　また、アクティブユーザー数ベースでは、中国および大中 を合わせた人口を に、5位のQQ、7位のTaobao、
8位のAlipayと10位のTencent Videoは、中国資本の会社が運営しているアプリです。
　用 には、6位までがソーシャルメディアもしくはメッセンジャー系のアプリが多く、現代の時代を象 したラ
ンキングとなっています。ソーシャルメディア・メッセンジャーグループのあとは、イーコマースや支 いなどの生
活に 接したアプリやサービスです。

7-6-8　 の アクティブユーザー

順位 アプリ カテゴリ 開発元
1 Facebook SNS Facebook

2 WhatsApp Messenger メッセンジャー Facebook

3 WeChat メッセンジャー Tencent

4 Facebook Messenger メッセンジャー Facebook

5 QQ メッセンジャーなど Tencent

6 Instagram SNS Facebook

7 Taobao イーコマース Alibaba

8 Alipay 支 い Ant Financial

9 WiFi Master Key Wi-Fi活用アプリ Shanghai Lantern Networks

10 Tencent Video 動画関 Tencent

出 We are social digital in 2018 Southeast Asia

ダウンロード総数はさまざまなアプリが登場
　ダウンロード総数では、若 アイテムの いがあるものの、表7-6-8と同様に、上位はソーシャルメディア・メッ
センジャー系のアプリが めています。6位以下は、日本人にはあまり みがないブラウザーやファイル転 サー
ビス、自動 、動画 などのアプリがランクインしています。

7-6-9　 ダウンロード

順位 アプリ カテゴリ 開発元
1 Facebook Messenger メッセンジャー Facebook
2 Facebook SNS Facebook
3 WhatsApp Messenger メッセンジャー Facebook
4 Instagram SNS Facebook
5 Snapchat SNS Snap
6 UC Browser ブラウザー Alibaba
7 Shareit ファイル転 Shareit
8 Uber 自動 Uber Technologies
9 YouTube 動画関 Google
10 IMO メッセンジャー IMO. IM
出 We are social digital in 2018 Southeast Asia

　なお、ダウンロード総数は からの 積数値であるため、月間ユーザーランキングは人口 で非常に高い数



400 ェ

ビ
ジ
ネ
ス

ご
と
の

な

と

第
7
章

だった中国系のアプリの数が っています。

7 -6 -9 　広告個人情報の規制
　国によって気を付けるべき広告や個人情報の規制について 介します。

 個人情報の収集
　海外では、広告出稿などによる個人情報の収集は、これまで非常に い でした。しかし、 今の 界的な
流に り、個人情報の収集に関しては大きく規制される方向に進んでいます。 体的には、海外では一般的な
から発行される個人 の情報も含めて、かつては収集することが認められていたものが、最近では個人情報
保護の観点から認められなくなってきています。今後は、本当にその個人が 在しているのかどうなのかを す
ることが しくなります。

確からしい情報の発信
　一方で、サイトの 性を高めるという観点で、個人 を登 させているウェブ掲 板があります。 今、
フェイクニュースやそれをソーシャルメディアで するなどの行 が問題となっていますが、それは情報を発
する が、他人から個人を特定されない立場で、いろいろな情報を発 するために起きています。そこで、個人を
特定できる情報を登 させることで、その発 に責任を持ってもらうように仕向け、その 果として、サイトとし
ての 度を向上させることを意 しています。それによって、ウェブ掲 板であるものの、メディアサイトとし
ての 性が向上し、情報を収集するために有用な掲 板サイトとしての を勝ち得ています。
　また、日本以上にサイバーポリスの活動が活発な国もあります。活動内容としては、「ハッキングの 」、「ネッ
ト上での 中 」「不適 な表現・コンテンツ」を取り締りなど、リアルな に直 するのを ぐことを目的とし
ています。

シンガポールの個人情報保護について
　シンガポールで個人情報保護法が施行されたのは、日本より れること9年の2014年です。しかし、当 法 の
管 は1つに統一されており（日本は業界ごとに取り い が なる）、その適用 は広 に渡っています。
また、 に対する 発活動も活発に行われており、見つかった場合の 則も非常に しいものになっています。
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7 -7 〈発展〉中国でのウェブの利用状況

　中国の総人口に対するインターネットの利用者の 合は50 を超え、2018年7月現在、ユーザー数は8億人を
しました。これは 界のインターネットユーザーの5分の1を める人数で、ウェブマーケティングを展開していく
中でも、もはや 視できない 在となっています。しかし、中国では独自のウェブサービスが発達しているなど、イ
ンターネット環境が日本とはかなり なります。ウェブ解析の観点から、知っておくべき中国への対応を学びます。

7 -7 -1 中国におけるユーザー環境
　まず中国のインターネットユーザー環境を 介します。

モバイルキャリア・通信回線
　現在、中国のインターネットユーザーの90 以上がモバイルユーザーであるといわれています。キャリアの
は、チャイナモバイル（中国電 China Mobile）、チャイナユニコム（中国 通 China Unicom）、チャイナテレコ
ム（中国 動 China Telecom）の3つに大きく分けられます。4Gでの高速通 が登場してからは、チャイナテレコム
がシェアを伸ばしています。
　スマートフォン利用 金の相場は、月額100元（1,600円）程度からです。SIMカードのバリエーションが 富で、
金が りなくなったら、その都度チャージするような い方も一般的です。また、中国全土で えるSIMカード
や特定の地域でしか えないSIMカードもあります。このように、用 や 算に応じた が用意されているの
が特 です。
　 定回 も 及しています。マンションなどの自 に 定のネット回 を引いて っている人も多くいます。 
2 3年 までは、ネット回 がないマンションもありました。しかし、2018年現在では、ほとんどの建物でイン
ターネットが利用できます。 環境は、ほかの国と大きな いはありません。 

中国ではメールよりもSMSを利用する
　日本では、3Gでのモバイルデータ通 が 光を びるようになった2000年代から、メールでのコミュニケーショ
ンが主流でしたが、中国では電 を交 するだけでメッセージを り合えるショートメッセージ（ SMS）が
多用されていました。インターネット をしなくても えるというシンプルさが まれ、今でもよく われます。
一種の文化として っているといえます。
 
◦日本 携 電 を するときに、iモードなどのモバイルネットワークも合わせて することが一般的だった

　iモードなどのインターネット経由でメッセージを り合うようになる
◦中国 モバイルネットワークを することなく、携 電 を することが一般的だった

　ショートメッセージ（SMS）を い、電 回 経由でメッセージを り合うようになる

ほかの国と異なる中国で人気のあるモバイルアプリ
　現在では、ほかの国と同じく、チャットや 真・動画サイトのアプリも大流行しています。自 でスポーツやドラ
マの動画をダウンロードして通勤 中の地下 の中で楽しんでいる若い人をよく見かけます。しかし、 らが っ
ているアプリはほかの国とは い、中国国内向けのウェブ・スマートフォンのサービスが発達しています。
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7-7-1　大 のユーザーを している中 の なアプリ

（WeChat ウィーチャット）中国版LINEとも ばれるメッセージアプリ。テンセント（ Tencent）が開発し、
日本語を含めた20もの 語に対応している

（Baidu バイドゥ） 中国版Googleとも ばれる サイト。地 アプリも中国では「百度地 」が主流。
解析ツールなども一通り っている

（Weibo ウェイボー） 中国版Twitterとも ばれる、テキストをメインに うアプリ。Facebookに た 面
も持ち、ミニブログのような位 づけでもある

 
　なお、GoogleやLINE、Twitterには中国国内からのアクセスに制 がかかっています。

OS・ブラウザーはWindowsとChromeがトップシェア
　OSはWindowsが98 、ブラウザーはGoogle Chromeが40 を めて、トップシェアです。
 

7 -7 -2　中国での企業のオウンドメディアの必要性
　中国で事業を展開するためは、オウンドメディアとしてのコーポレートサイトが必要です。ほかの国と同様に、
きちんとしたサイトがないとお客さまから 用されにくくなっています。多くの企業を 介する企業ディレクトリ
のようなサイトにコーポレートサイト的なページを開設している会社もありますが（この場合は の ICPは不要
となる）、これでは 用を得ることはできません。
　なお、中国の主要ソーシャルメディアでは企業の公式アカウントを持つことができるので、多くの会社はウェブ
サイトとソーシャルメディアのアカウントを連動させて広報やプロモーションを行っているという点も さえてお
きましょう。 

サーバーの注意点
　中国のサーバーでサイトを開設するためには、中国で ICP登 を行う必要があります。
 

ICP
　ICP登 とは、中国でウェブサイトを開設するための登 のことです。「ICPを取得していなければウェブサイ
ト開設は 」というルールなので、必ず行います。外国企業は、中国にある法人が登 する必要があります。日本
企業も中国に設立した関連会社が ICPを して登 することになります（中国人に っては個人での登 も可）。

サーバーの
　中国でウェブサイトを優位に展開していくには、中国にあるサーバーを うことが理 的です。しかし、中国に
関連会社がない企業は ICPを登 できず、中国のサーバーも えません。その場合は日本などの（中国から見て）海
外にサーバーを くことになります。そうすれば中国の規制に従う義務はありませんが、画面の表 速度が 下す
るなどの問題が生じることがあります。そこで、「Google マップを わない」などの中国のしきたりを守り、なるべ
く 適に してもらう工夫をする必要があります。

　なお、ウェブサイトやサーバーに関しては香 も「海外」 いなので、ICPが登 できない場合は、 的他国よ
りも中国からアクセスしやすい香 のサーバーでウェブサイトを開設することもできます。

フォントの選び方
　中国語ウェブサイトを制作する際には、中国語できちんと表 されるフォントを ぶ必要があります。ビジュア
ル的な みもありますが、基本的には中国語のフォントを すべきです。たとえば「 ノ角ゴシック（Source Han 
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Sans）」といった、日本・中国・ 国で われている文 を したフォントを うとよいでしょう。
　また、ラインセンスがクリアになっているフォントかどうかも 認しましょう。画 やイラストに文 を入れる
際は、特に注意が必要です。中国では一般的なパソコンに入っているメジャーなフォントでも商用利用を して
いるものがあります。ウェブサイトのテキストとして う分には問題なくても、画 に め込んで掲 した場合に
著作 を してしまう可能性があります。

図7-4-1　中 フォントを わないで文 けしている

サイト制作における基本事項
　中国からアクセスしたときにどのように表 されるのかを してみることが、ユーザーエクスペリエンス向上
の第一歩です。そう えると、日本などの（中国から見た）海外で制作された中国語サイトの多くが、中国ではきちん
と見えないことに気がつきます。原 は、YouTubeの動画や Instagramの 真ギャラリーなどのソーシャルメディ
アやAPIがサイトに組み込まれていることです。

中国向けサイトNG例

Copyr ight  © LXR Inc .  A l l  R ights  Reserved.

中国の作法を守らないと、デザインが崩れることに加えて、
表示までに１～ 2 分待たされることもあります。

YouTube はエラーになってしま
います。

フォントによっては、ライセンス
違反になってしまいます。

（PC にディフォルトで含まれて
いる中国語フォントも含む）

Twitter や Facebook もエラーに
なってしまいます。

Google web fonts は
はじかれるので、代用フォント
になってしまいます。

中国特有のフォントのルールを
よく理解していないと
他のフォントに置換されたり
太字（ボールド）が反映されず
デザインが崩れてしまいます。

Google map はエラーになって
しまいます。

中国の作法を守らないと、デザインが崩れることに加えて、
表示までに１

フォントによっては、ライセンス
違反になってしまいます。

（PC にディフォルトで含まれて
いる中国語フォントも含む）

Twitte
なってしまいます。

中国特有のフォントのルールを

他のフォントに置換されたり
太字（ボールド）が反映されず
デザインが崩れてしまいます。

図7-7-2　中 けサイトのNG
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エラーを こしやすいサービスを わない
　Google マップは、もちろんNGです。また、Instagramの 真を め込んでいたり、YouTubeの動画を せてい
たりすると、ウェブサイトの み込み速度に を及ぼします。したがって、これらのサービスを、中国企業の
サービスに き える必要があります。たとえば、アクセスガイドの地 をGoogle マップから百度地 に し
えます。

サイドボタンを する
　中国のネットユーザーの90 以上はモバイルユーザーですが、PCユーザーも 50 おり、つまり4億人がPCか
らアクセスしているということになります。したがって、モバイル とPC、どちらで見てもきちんと見えるサイ
トを制作することが 要です。たとえば、中国で まれる機能の1つに、「PC画面上のサイドボタン」があります。

SNSにつながるボタン
　 率的に「シェア」を 大できます。

QRコード
　PC画面上にQRコードを掲 しておけば、外出 にてスマートフォンで してもらったり、ソーシャルメディ
アで知人に してもらえたりします。

チャットにつながるボタン
　ユーザーからの問い合わせに 応できれば、取引の機会を増やすことができます。

で してもらう
　 したように、携 電 とショートメッセージ（ SMS）は、現在でもよく われています。また、中国の人
は、自分の携 電 で顧客登 などをすることには 感があまりないので、顧客登 の際にはメールアドレ
スではなく、「携 電 」で登 してもらうのが基本です。広告 も、メールではなくSMSを利用することが
一般的です。ただし、最近は がられることも増え、不正に取得した名 を う「SMS広告 業者」も多いので、
SMSでの広告 は注意して行うようにしてください。

いはモバイル
　ネットショップなどを展開する場合には、決 にはモバイル決 を うのが基本です。そもそもはスマートフォ
ンで うサービスですが、ウェブサイトで うこともできます。なお、代引きなども可能ですが、今やこれを行っ
ているサイトはかなり少数です。

7-7-2　中 で われているモバイル

アリペイ（ Alipay） アリババ（阿里 ）が提供する決 サービス。 行口座から一定額をこのアカウント
に 動させ、その 内で決 する

ウィーチャットペイ
（ WeChat Pay）

テンセント（ ）が提供する決 サービス。 行口座から一定額をこのアカウントに
動させ、その 内で決 する

ギンレイ（ UnionPay） 行のデビットカードに 付けられた決 サービス

中国でのデジタルマーケティングにおける注意事項
　中国ならではの注意点をまとめておきます。
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（BBS）のようなサービスは けたほうが
　ウェブサイトに 治に関する文章を掲 しないことは当たり ですが、注意すべきは、ユーザーがコメントを書
き込める のサイトです。いつ を書き込まれるかわからないので、このようなサイトは開設しないほうがよいで
しょう。どうしても開設しなければならない場合は、ユーザーのコメントを1つひとつチェックしてから公開する仕
組みが必要です。専用スタッフを りつけて見 るくらいの慎 さが求められます。

サイバーセキュリティ は 守する
　個人情報の取り いについて、中国のサイバーセキュリティ法を 守する必要があります。とくに、中国内で得
られた個人情報は国外へ持ち出さないようにしましょう。

ウェブサービスを ぶ
　 したように、（中国から見た）海外のウェブサービスの多くが中国からのアクセスに支 が出ます。中国国内
でこのようなサービスを利用するときはVPN（Virtual Private Network）を うと見られることがあります。しかし、
VPNも中国国内では いにくくなっているため、対象となっているGoogle、Instagram、Facebook、Twitter、Flickr、
YouTube、LINE、Dropboxなどのサービスは わないことが基本です。Googleについては、地 などのウェブサ
イトで表 するためのサービスだけではなく、外からは見えないAPIも、表 を げたり くなったりするボトル
ネックになります。

図7-7-3　グローバルと中 のサービスの

グローバル カテゴリ 中国
Google 百度（Baidu）
LINE

SNS
（WeChat）

Twitter 新 博（Weibo）
Google マップ 地 百度地 （Baidu Map）
YouTube

動画
（Youku）

ニコニコ動画 （bilibili）
Airbnb

行・交通
家（Tujia）

Uber 出行（Didi Chuxing）
PayPal
VISA
Mastercard
JCB

決

支付 （Alipay）
（UnionPay）
支付（WeChat Pay）

HTMLヘッダーは
　HTMLヘッダーでの宣 文（ 語など）は、このウェブサイトが国際版であることをGoogleなどに知らせるための
であり、Googleのウェブサービスを利用するためのスクリプトではないので、入れておいて大 夫です。むし

ろ、 れがないようにしておいてください。
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中国サイトの作法に則ったデザイン

中国のインターネット規制は、随時変更されるので、常時ウォッチし、
臨機応変に対応していく必要があります。

中国で主流の「YOUKU（優酷）」
を配します。

WeChat（微信）、Weibo（微博）
のボタンを設置します。

中国で主流の「Baidu（百度）
MAP」を配します。

デザインが崩れないように
中国で使われているフォント
を使います。

中国でライセンスの問題のない
フォントを使います。

サイドボタンを設置します。

Weibo（微博）などの
ウィジェットを設置します。

中国で主流である「電話番号
によるログイン」を配します。

DEMO

WeChat（微信）、Weibo
（微博）など、中国 SNS の
シェアボタンを設置します。

図7-7-4　中 けサイトの に則った

7 -7 -3　中国の主要メディア
　1990年代後半に中国のポータルサイトが登場しました。「ネットイース（ NetEase）」「ソウフ（ Sohu）」
「シナ（新 Sina）」は、のちに3大ポータルサイトと ばれるようになり、現在も エンジン、ウェブディレクト
リ、ニュース、ミニブログといったさまざまなコンテンツを提供しています。
　ポータルサイトに続いて、中国ネット業界の主役に り出たのがオンラインショップの「アリババ（阿里
Alibaba）」、チャットソフトの「テンセント（ Tencent）」、 エンジンの「バイドゥ（百度 Baidu）」です。各ジャ
ンルに特化したサービスを展開して 成長しました。
　そして、4Gの利用開始とともに、中国でもアプリブームが加速しました。特に金 市場における電子マネーの進
化は今や日本を い き、高い利 性にも注目が集まっています。
 

アリババ（Alibaba）
　1999年に創業したアリババ（阿里 Alibaba）は、企業間オンライン取引サイト「阿里 （Alibaba.com アリバ
バ・コム）」で 成長し、今や中国を代表する IT企業です。2005年にYahoo!中国を買収し、その知名度が 界で高ま
りました。

7-7-3　アリババが する サービス

Alibaba.com 中国の企業が 界に販売するための、B2B（企業間）オンライン・マーケットプレイス。
主に英語を う

1688.com 国国内のB2B（企業間）オンライン・マーケットプレイス。国内企業同士なので、主に中
国語を う

Tモール（ ティーモール）中国国内のB2C（消費者向け）オンライン・ショッピングサイト。一流メーカーに って
出展させる戦略により、 物を し、消費者の を得ている。最近は、「日本 」な
どを設 して 境ECにも積 的に取り組んでいる

タオバオ（ taobao） 中国国内のC2C（個人間）オンライン・ショッピングサイト。個人や中小業者が中心に展
開している。海外の一流企業が出展することはほとんどない
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　アリババ 下のサイトでの流通総額は、2016年にアメリカのウォルマートやフランスのカルフールを き、 界
最大のイーコマース事業者と ばれるまでに成長しました。利用者は大きな組織に安心感を くので、 から不
動産、求人にいたるまで、アリババが提供するサービスを 々に活用するようになっています。

アリペイを する利
　 や不良品・ 造品が横行する中国で、Tモールやタオバオはエスクロー機能が評価されてユーザーから高い
を 得しました。エスクローとは、「買い手がサイトで注文する 買い手がアリババに代金を支 う アリババが
代金を管理する 商品が される 買い手が商品を 認する アリババが売り手に代金を支 う」という仕組み
で、日本でも同様のサービスを提供しているところもあります。

Buyer Seller
1. 商品を選び、購入

4. 商品出荷5. 商
品
確
認
、ア
リ
ペ
イ
に

リ
リ
ー
ス
通
知
　
　
  

2. ア
リ
ペ
イ
に
支
払
う

6. 
商
品
代
金
リ
リ
ー
ス

3. 
出
荷
通
知

図7-7-5　 アリペイのエスクローの
み

　クレジットカードで「 に売り手に支 う」のと べて、一度アリババを経由するのでユーザーは安心です。これ
が、 したアリペイ（支付 Alipay）の 要な機能です。アリペイは、当初はタオバオの発展に伴って、アリババ
グループのサイトでオンライン決 するために 及してきました。その後、ほかのサイトやリアル店舗でも われ
るようになりました。リアル店舗でも、個人の小さな商店で代金を支 う際に多くの人がお金のやり取りに不安を
持っていたので、 の であるアリペイを うようになりました。アリペイを えば、「小さな商店」ではなく「ア
リペイ」を 用して買い物ができるので、安心ということです。
　さらに、アカウントに っている金額に利 を付けるサービスも提供されるようになり、しかも 行 金よりも
高利だったので、アリペイの利用がさらに進みました。お金を「 ける」感覚も加わり、 行と同じ程度の 用を
得したといえます。つまり、アリペイが供与する 用が中国の人のニーズにマッチしたわけです。今や 境ECにも
かせない支 方法の1つです。

でサービスが 利 される
　「 用」のプラットフォームにもなりつつある「芝 用（ゴマ 用 Sesame Credit）」もアリペイの機能の1つです。
芝 用は、その人の 用の度合いをポイントで表したものです。学歴、勤務 、資産、 実績、人 、行動
（ショッピング・金 商品の利用 や公共 金の支 ）など、いくつかの 標の組み合わせでポイントを計算
していると公表されています。
　日本のクレジットカード会社が持っている与 情報は本人にも公にも明かされませんが、芝 用は個人の 用
を可視化したところが特 です。たとえば、 いの などのサービスが後 いで利用できたり、シェアサイク
ルのデポジットが されたりするなど、 用度が高い人はお得に らせます。一定以上の評価を得ていると ら
しやすくなるので、多くの人が積 的に芝 用のポイントアップに んでいます。
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テンセント（Tencent）
　テンセント（ Tencent）は1998年に創業したソーシャルメディアやウェブホスティングサービスなどを提供
している IT企業です。アプリの収益力では 界一であり、売上高から 界最大のゲーム会社と評されることもあり
ます。

2-7-4　テンセントが する サービス

Qzone（QQ ） 2005年にリリースされて大ヒットしたブログサービス。 真にコメントを付けてチャット 間に
日 のようにポストできる。 の ICPの登 を個人が取得することは現実的ではないので、
Qzoneが個人サイトの代わりになった

WeChat（ ） 中国でもっとも利用されているコミュニケーションアプリの1つで、2012年に正式に された。
LINEのように でメッセージ交 と通 をすることできるアプリ。中国人が日常メッセージを
やり取りする場合は、ほぼWeChatで行われている。QRコードを積 的に活用したことで、決
や広告展開までもがスムーズにできるようになった。日本でも、インバウンド客向けPRなどの観
点からビジネス現場で い注目を集めている

でのお のやり りにも えるWeChat Pay
　アリペイと を べて大きなシェアを めている電子決 サービスが「WeChat Pay（ 支付 ウィーチャットペ
イ）」で、WeChatのアプリに組み込まれている決 サービスです。「WeChatのアカウントを持っている人なら誰で
もウォレットを持てる」というイメージで中国人のオンライン決 を一 しました。

◦オンラインでの支 い
商品やゲームを買うことができます。

◦リアル店舗での支 い
小売店や飲食店にてスマホでQRコードを み込んで支 えます。

◦個人間のお金のやり取り
相手のアカウントがわかれば遠 地でも、目の にいる人であれば、その場で相手のスマートフォンのQRコー
ドを み込んで、個人間でお金がやり取りできます。10元や20元といった少額を し りする場合や、支 時
の り 、さらにはお年 をあげるときにまで、すべてがWeChatのアプリで完 できるようになっています。

　中国の多くの人々は、スマートフォンにアリペイとWeChat Payのアプリを入れているので、今や 行へ行く必
要もなければ、お財 を持つ必要もなくなっているのです。

マーケティングツールとしてのWeChat Pay
　リアル店舗での い方をもう少し見てみましょう。QRコード決 は、ユーザーの利 性向上のみならず、店舗
の広告展開にも役立っています。QRコードを み込んだ際に、お店のポイントが自動で加算されるサービスもあ
り、多くの店に 用されています。この際に取得したアカウントに対して、セールやキャンペーンの広告情報も
WeChatのアプリ上で一斉 できます。買い物客がレジのQRコードをスキャンするだけという手 さがポイン
トです。アプリをインストールする時間も手間も必要ありません。
　テンセントが 引して し進めたWeChat Payの電子マネーによる決 機能サービスは、こうして 速に人々の
生活に浸透しました。今では、レストランや 店はもちろん、シェアサイクルや公共 金の支 い、各種チケット
購入といったさまざまな場面でWeChat Payが利用されています。オフラインの購買活動の大半がオンライン決
を利用するため、オフラインの販促活動で日常的にオンラインマーケティングが行われる環境なのが中国の特 で
す。WeChatの企業アカウントはプロモーション活動においても 要な役 を果たすことになりました。デジタル
マーケティングがオフラインの販促で果たす役 も大きいといえるでしょう。
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バイドゥ（Baidu）
　バイドゥ（百度 Baidu）は、2001年に創業した エンジンを提供する IT企業です。全 界の エンジン市場に
おいて、 界ではGoogleに ぐ第2位ですが、中国国内シェアは 的です。

7-7-6　バイドゥが する サービス

（バイドゥ） Googleとほぼ同等の機能・ 作性を持ち、中国でもっとも利用されている サービ
ス。「百度一下（バイドゥイーシャー）」という中国語は、日本語の「ググる」と同じように
われる。中国語 の強みに加えて、画 ・動画の サービスをいち早く取り入れ
たことによって、多くのユーザーを集めた

図（バイドゥマップ） Google マップとほぼ同等の 作性を持った地 サイト。中国ではGoogle マップが
用できないので、海外からの 行客や出 者にも多く利用されている

（バイドゥバイカ） Wikipediaのようなナレッジデータベース。中国国内ではWikipediaも 用することが
できず、百度百科がもっとも われている。外部の人が 事を 加するときは、百度に
し、百度が「情報に価値があり、 事が正しい」と認めれば掲 される。企業やブラ

ンドの解説 事は、多くの人が知っているものであれば掲 される可能性がある
（バイドゥドンジー） 百度へのリスティング広告出稿に際して、アカウントや広告出稿を管理・分析できる、

のオンラインツール。Google アナリティクスとほぼ同じ機能・ 作性を有している
が、中国語の画面しかない

　バイドゥが提供しているサービスは多数あり、しかも続々と 加されています。最近は、ビッグデータやAIを
ったサービスが増えてきているので、インターネットの利 性が 数関数的に向上する可能性があります。

Googleとバイドゥの い
　中国版Googleとも ばれることが多いバイドゥですが、必要な情報がバイドゥでは 果の上位に表 され
ないケースが 見されます。バイドゥ上での エンジン最適化については、ロジックも不明な点が多いようです。

ソーシャルメディアが個人メディアとして台頭
　サイト開設が個人には しかった一方で、「 博」や「QQ 間」といったミニブログを主体とするソーシャルメ
ディアアプリは、中国でも 発的な人気を んでいます。さらに最近は、「TikTok（ティックトック）」のようなライ
ブ動画 アプリが人気です。ここで人気を博したユーザーは、インターネットコミュニティで著名人となり、「
（ワンホン）」と ばれます。トップクラスになると、インフルエンサーとしての 力も大きくなるので、企業
スポンサーがついて大金を ぐようになります。中国では、このようなインフルエンサーを「KOL」（Key Opinion 
Leader）といいます。
　そこで中国では、KOLを ったマーケティング手法が発達してきました。いわゆるインフルエンサーマーケティ
ングと同様に、サービスの 介を する 式です。中国ではこのような個人の評 、意見が大きな を持つた
め、KOLを用いたマーケティングが 要になっています。

中国のニュースメディア
　 した老舗ポータルサイトのほか、近年では「今日 （ジンリー・トウティアオ）」といった新興のニュースサイ
トも多数登場しています。これらは、AI 集や動画 事などを 々に取り入れており、技術開発競 が 化してい
ます。
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7 -7 -4　中国におけるウェブ解析
　中国でアクセス解析をする際にも、中国の特殊なネット事情を する必要があります。日本で一般的に われ
ているGoogle アナリティクスは、中国国内では管理画面にアクセスすることができません。現時点では解析用の
データは取得できているようですが、またいつGoogle アナリティクスが原 でサイトが見られなくなるかわから
ないなどのリスクがあります。そのため、中国向けのサイトではGoogle アナリティクスやGoogle タグマネージャ
は設 しないほうがよいでしょう。中国で える解析サービスには、 のようなものがあります。
 
◦Baidu Analytics
中国でアクセス解析をする場合、Google アナリティクスのように える「Baidu Analytics」（百度統計 バイ
ドゥアナリティクス）を百度が提供しているので、こちらを ったほうが 利です。また、ウェブマスターツー
ルに登 をしないと、Googleのようにロボットが自動的に 回してこないケースがあります。ウェブサイトを
開設したら、必ずウェブマスターツールに登 してください。

◦Adobe Analytics
Google アナリティクスと い、中国でも えるところが特 になっています。

◦Ptengine
日本でも多く われているヒートマップツールですが、中国でも多くの有名企業が利用しています。中国でも
問題なく うことができるヒートマップツールです。

◦Matomo
サーバーインストール型を用いる りは、システムの仕組み上、問題なく動作します。また、Matomoの商用
版であるPiwik PROを用いれば、中国国内のクラウドでも問題なく利用できます。



第 8 章
レポーティング

あなたは、これまで解析した 果に基づき、ウェブ解析士としてクライアントに説明することが必要です。レポート
を作り、ミーティングを え、関 者を集めて、発表を行います。このとき、あなたはウェブ解析士としてどのよう
なレポートを作ればよいのでしょうか 　ミーティングや関 者と、どう関わればよいのでしょうか
レポートを作ることはゴールではありません。関 者は、レポートから見えてくる問題やチャンスを知り、仕事に活
かしたいと思っています。伝わって、行動を起こせるものでなければいけません。どのようなレポートを書けばよい
のでしょうか
ウェブ解析士がもっともよく されるアウトプットがレポートです。しかし、ただ毎月の数 を べるだけなら、レ
ポートである意 がありません。クライアントや関 者の行動につながるレポートを作ることが求められます。ウェ
ブ解析のレポートは、関 者やクライアントの目となり となり、正しい情報に基づく行動を促すものでなければな
りません。ほかのレポートと なり、ウェブ解析のレポートは、保 して 積する情報ではなく、そのレポートを見た
タイミングで関 者の行動を促さなければ価値がありません。つまり、すぐ行動を促すことのできないレポートしか
作れないウェブ解析士は、仕事を続けられなくなるということです。

この章では、「伝わるレポート」を作るために、 のようなことを学びます。
➡ 「8-1　ウェブ解析レポートの特 と流れ」では、作るレポートの種 やウェブ解析レポートの え方と進め方を学び
ます。
➡ 「8-2　レポート設計とロジックの組み立て方」では、 体的なレポートの設計と伝わるレポートのための理論を学び
ます。
➡ 「8-3　レポートの表現方法」では、データの表現方法や改善提案・コメントの書き方、課題管理表の作り方などを学
びます。
➡ 「8-4　プレゼンテーション」では、実際にプレゼンテーションする際に役立つツールを 介します。
➡ 「8-5　ウェブ解析における統計基 」では、活用できる統計の基 知 を 介します。
事業の成果につながるレポートの書き方を学んで、関 者に伝わる表現をしてください。
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8-1 ウェブ解析レポートの特徴と流れ
　ウェブ解析レポートの必要 件は、「Actionable」であるか、つまり、関 者の行動を促しているかです。そのレ
ポートで関 者の行動を促していないなら、それはウェブ解析レポートではないといってよいでしょう。なぜなら、
ウェブ解析レポートを作ってあとで役に立つことがほとんどないからです。

8-1-1　ウェブ レポートの
　ウェブ解析レポートは、「 年同月 」のように、 の材 として役に立つことはあっても、 のレポートを
見て役立つことはほとんどありません。なぜなら、 が わりすぎるからです。1年も経てば、 エンジンも
ソーシャルもデバイスもウェブサイトも わってしまいます。あとで見ても、 が いすぎて役に立たないので
す。だからこそ、今行動させないと、価値がないのです。まさに今、 っていることを解決する、直すということ
を意 して作成してください。
　ウェブ解析で求められるレポートの必要 件は の3つです。

8-1-1　ウェブ レポートの3つの

ファクトベース レポートはデータや行動などの事実に根ざしている。事実がないものはレポートではなく、事
実を げてもいけない

行動を促す レポートは伝える相手を動かすためにある。動かなかったということは、伝わらない、よくな
いレポートだったということ

独り歩きを 提とする レポートはその後、報告者 きで関 者に共有される。レポートだけで されるので、それ
でも正しく伝わる工夫が求められる

8-1-2　ウェブ レポートの
　ウェブ解析レポートには、目的によってさまざまな種 があります。目的と特 を理解して作成してください。手
を動かしながら進められるように、レポートのサンプルを用意しています。 のリンクからアクセスしてください。

サンプルレポート
http://bit.ly/report2019

アクセス解析レポート
　ウェブサイトのアクセスログデータをもとにしたレポートです。アクセスログデータには100 の正 性がある
わけではありませんが、ほかのデータに べて 度が高いデータです。視 率 などのデータとアクセス解析の
データに食い いがある場合は、アクセス解析データのほうが 度は高いと えられます。

広告効果測定レポート
　主にインターネット広告のレポートを しますが、テレビ広告や新聞広告などの 果 定を含むこともあります。
う広告や媒体の種 によって、同じ 標でも値や計算式が なることがあるので、必ず計算式や基準を 認して
ください。 認すべきは、 定するキャンペーンの期間やクリック、セッション、コンバージョンなどの定義、
外 IPアドレスの設定です。
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　また、広告手 によっては、電 やFAXの 果を 定することも してください。ターゲットユーザーや媒体
によっては、ウェブよりも電 連 のほうが多い場合もあるからです。

ソーシャルメディア解析レポート
　ソーシャルメディアやコミュニティ、ブログなどのサイトやサービスを評価するレポートです。ソーシャルメ
ディアは、 定できる情報が られます。ソーシャルメディアによっては、運営会社もしくはサードパーティが解
析用ツールを提供していることもあるので、 認して 率的な 定を行ってください。
　ユーザーやセッション数の増加など、 に数値的なデータを日 に取得するだけではなく、 者が行うイベント
についてのコメント内容を することも 要です。アクセス解析や広告 果 定のように 度の高い分析は
ですが、特にイベントの ・中・後で して分析すれば、数値ではとらえられない知見が得られることもあります。

検索エンジン解析レポート・SEO指示書
　 エンジンの自 （オーガニックサーチ）の 果について評価するレポートと、SEOの改善をするための
書です。アクセス解析、Google Search Console、サードパーティの順位 定ツールなどのSEO用のソリューショ
ンを うこともあります。内容としては、外部対策として内部リンク、外部リンクのリンク やリンク数、サイト
内のHTMLや文 ・画 の評価、ターゲットキーワードでの競合サイトとの や対策などが中心です。また、問題
点改善のためのHTMLやコンテンツ更新についての 書が含まれることもあります。

ユーザビリティ・ヒューリスティック調査レポート
　サイトの い勝手についての レポートです。アクセス解析のデータは数値を すだけなので、 いやすさや
デザインの改善ポイントは見つけにくいものです。そこで、まずアクセス解析で問題のあるページを発見し、その
ページに対してユーザビリティ やヒューリスティック を行います。

ユーザーアンケート調査
　アクセス解析などの定 的なデータでは、ユーザーの意 や気持ちなどが できない場合があります。そこ
で、アンケートを実施すれば、ユーザーの目的や意 を知ることができます。ユーザーアンケートは自社サイト内
で収集する方法と、インターネット などを第三者に する方法があります。
　ユーザーアンケートとアクセスログ解析や広告 果 定を 用すれば、より 果的な分析が可能です。ユーザー
アンケート 果は1つの 標になります。たとえば、キャンペーンを実施した 後で、ユーザーからの製品やサービ
スに対する 象がどう わったのかを 定することは、有 な 標といえます。 

ベンチマーク解析レポート
　ベンチマーク解析レポートは外部環境 レポートの1つですが、競合他社の動向を知るためのレポートも求め
られます。ウェブ解析では、いくつかの方法で競合他社の動向を べることができます。たとえば、アクセス解析
で組織名分析をし、競合が関心を持つページやキーワードから新製品やプロモーションの方向を できます。
　また、キーワードツールで競合製品と自社製品へのユーザーの関心動向を べ、プロモーションやキャンペーン
の 果を し ることが可能です。さらに、インターネット視 率 で競合のウェブマーケティング を
し、自社と することもできます。

ミクロ解析レポート
　一般的なアクセス解析ツールは、ページビューやセッションといったユーザーの動向を「集計した」データを取り
います。一方、ユーザー 位でユーザーの行動を できるアクセス解析ツールもあります。ミクロ解析では、

それらのツールを い、ユーザビリティ に近いアプローチで、ユーザー 位での動 を 認し、そこからユー
ザーの気持ちや思いを み取り、サービスやウェブサイトの改善につなげるレポートも有 です。
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8-1-3　ウェブ レポート の れ
　ウェブ解析レポートの作成は、 8-1-1のような手順で行います。

1. レポートの準備

2. 企画とデータ収集

3. ラフの作成

4. レポート作成

ウェブ解析データに加え、関係者のヒアリングを行い、
ビジネスの環境分析やウェブなどの要件定義・設計資料
を入手します

クライアントに要件（RFP）を確認し、データの収集
（Detecting）を行い、提案施策（Proposal）をまとめます

ロジックを組み立て、レポートのアウトラインを組み立て、
タイトル、コメント、データの位置を決めます

図表のビジュアライゼーションと課題管理表のアップデー
トを行った上で、プレゼンテーションの日時を決め、レ
ポートを事前に渡します

図8-1-1　レポート の れ

1.レポートの準備
　ウェブ解析の報告書・レポートは事 準 から始まります。 のようなことを 認してください。

1. ビジネスモデルの  
レポートの対象となる企業のビジネスモデル、収益構造、ターゲットユーザーや競合企業の に めてく
ださい。売上・原価・経費などの収益構造がどのように 分されているのかも理解してください。

2. ウェブサイトの  
その企業において、ウェブサイトがどのような役 を担い、 を目的としているかを理解してください。商
品の購入、会員登 、資 求など、目的はウェブサイトによって なります。複数の目的がある場合は優
順位を付け、特に 要なゴール（KGI）を決めてください。

3. の
ウェブサイトを運営する上でのコスト構造を してください。コストには、初期費用や運営費用、スポッ
トで発生する費用があります。ウェブサイトのゴール、売上、コストについて できたら、目標値を定め
てください。ここで定めるのは金額が理 的です。「ウェブサイト経由で商品を550万円販売する」など、関
者が 得できる数 にしてください。

4. へのヒアリング
これらの情報が 理できたら、関 者、特に実際にレポートを見る報告対象者にヒアリングを行います。
のことについてヒアリングしてください。
a. ゴールの売上や経費の は正しいか
b. KGI、KPI、KSFの 合性がとれているか
c. ゴールやKPIを達成するための方法や 説は が えられるか
d. どの手法や改善が目標達成にもっとも近いと えられるか
e. 同業他社や競合はどこか
f.  現 や今後伸びそうなターゲットユーザーは誰か
g. 現 のウェブサイトやレポートで「知りたいこと」「解決したいこと」「不満や課題」
h. 報告に求める情報と活用方法、 度や かさ
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2.企画とデータ収集
　企画をするために準 した情報を します。 なやり直しが起きないように、この 階で や提案の 案
を ってからレポートを作ってください。

1. （RFP）の
施策と成果の 認、課題管理表（ 後 、担当ごとのTODOや提案の実行可 をまとめたもの）、顧客ヒア
リングから今回のレポートに求められる要件と目的と と工数をまとめます。

2. データの 集（Detecting）
これまで学んだ知 をもとにデータを 認し、定点観 、 説 、問題発見の視点から気付きをメモします。

3. の （Proposal）
気付きから今回提案する施策を い出し、インパクトとスピードと実現可能性から優 順位を決め、 り込
みます。

とデータ 集のヒント
◦セグメント・ ・トレンドで る 
データを と めても、気付きを得られることはほとんどありません。まずデータをセグメントに分けます。
「新規訪問者とリピーター」や「自 経由とリスティング経由」など、セグメントに分けることで気付きを得
やすくなります。また、 月、 年同月と するのも 果的です。全体 向（トレンド）から、 が 転し
ているのか、 化しているのかを すると改善策につながります。

◦ 合 社などのサイトを にする
競合他社のウェブサイトを参 に自社サイトを改善するのも一案です。競合は、同じ業種の企業だけに りま
せん。ターゲットユーザーが同じであれば、 らが訪れる 業種のサイトも競合になります。どのようなコン
テンツが人気を得ているかなどを常に参 にしてください。

◦ウェブ の を にする
ユーザーへのヒアリングや競合他社の紙カタログなど、オフラインの情報も積 的に参 にしましょう。

アクセス解析では見えなかった、各社の強みやユーザーのニーズがわかります。
◦スピード 実 の に を ける
改善提案をするときには、優 順位を付けます。その際、対象となる改善の進行が速い施策、コストや技術的
に実現可能である施策、改善 果の期待 果が大きい施策を んでください。進行が速い施策は、改善サイク
ルの進行速度も上がります。実現の可能性が高い施策は、改善活動の 実施や 施行が容 になります。期待
果が大きいものは成果も上がります。ケースバイケースですが、その際の優 順位は「進行速度 実現可能
性 期待 果」と えてください。一般に、実現可能性や期待 果が小さくても、進行が速ければPDCAサイ
クルを高速化でき、改善 果は大きくなります。

◦ の を し を実 する
解析ツールで実現できる分析 度には 界があります。データの 度に 界があることを理解した上で 説
を立て、施策を実施することが 要です。注目すべきは、平 やトレンドと するハズレ値です。その原
を 察してください。

◦ すべきは「 」
ウェブ解析は「人の解析」ともいえます。どのような思いで商品を し、どのような えでコンバージョンした
か、ユーザーの気持ちを み取ることが 要です。ウェブ解析士は に数 を集計するだけでなく、ユーザー
のインサイト（購買意 の 心）やインテント（購買する意 ）に気づくことがもっとも大事です。
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3.ラフの作成
　いよいよレポートを作ります。どのように提案すれば伝わるか、まずはフレームを作ってから を作ります。
いきなり得られたデータをレポートにすると伝わりにくくなってしまいます。 体的なレポートのロジックの組み
立て方は、「8-2　レポート設計とロジックの組み立て方」を参 してください。

1. ロジックツリーの み て（Logic Tree）
提案施策とデータをどの順 で表現するか伝えることを意 してロジックツリーを作成し、KGI、KSF、KPIと
の関 を明 にします。

2. レポートのアウトラインを み てる（Outlining）
ロジックに って、レポートのフォーマットを決め、おおまかな流れを決めます。

3. タイトル コメント データのラフの （Rough Design）
ページごとのタイトルとコメントと 表のラフを決め、スペースを します。このタイミングで、コメン
トの 案を入れてもよいでしょう。

ラフの のヒント
◦ を える 
ページ を る、レポート全体・ページごとにタイトルを付ける、表紙と目 を付ける、バージョン を
付ける（担当者とのやりとりをレポートに した場合）、フォント・文 の大きさに するなど、体 を
えます。さらに、 がないか、日付が古くないか（ 月レポートをコピー＆ペーストする際には特に注
意）、目 とページ が合っているか、グラフの軸・タイトルは けていないか、ページ は けていない
か、コメントは けていないか、白黒 でも見やすいかなども注意すべきポイントです。

◦エグゼクティブサマリーを ける 
そのレポートにおける 要、全体の要 を べる部分のことです。レポート全体の 向をつかむために、レ
ポートの最初のほうにエグゼクティブサマリーを付けるようにしてください。ただし、1ページか、多くても2
ページ以内に収めます。エグゼクティブサマリーがあると、全体を しやすいだけではなく、自らの見直し
にも役立ちます。

◦ は上 けのものから 
社長、事業部長、部長など、各役職向けに報告する場合、職位が上位の人に対するレポートから のほうに
するように作成してください。上 ほど レポートを る が られているためです

◦ を く を わない 
レポートは独り歩きします。報告会において口 でどれほど説明しても、社内外の関 者に回 されるうち
に、書かれたことだけが事実として受け取られます。レポートにはそれだけの みがあるため、ウェブ解析士
は慎 に内容を することが求められます。

　報告会でウェブ解析に基づく課題改善が 果的だとわかると、作成するレポートが増えていきます。組織として
課題発見や施策を行うと、その分、 定すべき 標が増えるためです。したがって、できるだけレポート作成は自
動化を します。BIツールを って自動レポートの体制を構築できるものや、ウェブ解析ツールの中には、レポー
トを日 、 でメール できるものもあります。
　ウェブ解析のレポートはデータを根拠にするため、説得力があります。しかし、多くの場合、発見される課題に
は 性がなく「よい を聞いた」という 象で わってしまいがちです。今回の課題を 回につなげるためには、
課題管理表を作って、報告会で がった施策の期日、担当者、内容を明 し、毎回進 を 認することが 要です。
事業の成果につなげるために、進 認を徹底してください。
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4.レポートの作成
　ラフにデータや や文章を加えて完成させ、共有します。

1. やグラフによる （Visualization）
データの表現方法を決めます。表、グラフの 定とマーキング方法を決めてください。表現方法は「8-3　レ
ポートの表現方法」を参 にしてください。

2. とのレポート （Presentation）
日時、表現方法、アジェンダを決めます。発表用資 と 用資 を分ける場合、 用は後で参 される
ことを意 して作成してください。

3. のアップデート（Task Chart）
決定、 下、保留に分け、課題を更新してください。レポートの中で提案したことを実施可 、 期、担当
を決め、 のミーティングで進 を 認します。

レポート のヒント
◦ファクトベースで える
ウェブ解析レポートはファクトベースでなければいけません。事実であること、つまり、その数 は現実の
かから導き出されるものであり、加工がされていないことです。加工（計算や 位の 更など）をするときは
をどのようにしたのかを明 します。ファクトとは、直訳すれば事実に基づくことですが、 に正直に数 を
べればいいかというと、そうではありません。「伝えるべき」ことを「適 に伝わる」 力をして初めてファク

トベースといえます。このことは の2つに集 されます。
 ・ えるべきことを える
　 たとえば、今後に起きうる問題や、期待できる可能性があったとします。このことが起きた場合、関 者が
準 しておく必要があるなら伝えましょう。今後 エンジンで大きなアップデートがある、新しいブラウ
ザーで えなくなる広告があるというのは「可能性がある」という事実だからです。

 ・ えなくてよいことを る
　 伝えることを明らかにするときは、伝えなくてよいことを ぎ とすことが求められます。たとえば、
をするときは必要な対象以外は さないことです。 に伝えるための 位を えます。 、 合、 化 な
どの する 位を決め、必要ではない 位は いません。

◦データソースを らかにする 
データの出 を明らかにし、適 にインデックス化します。データの根拠が明 されていないと、すべてのレ
ポートの を う危 性があります。そして、インデックス化して、 み手がデータソースを見たいときに
いつでも参 できるようにします。
 ・ データの出 を する
　 ウェブ解析のレポートではデータソースを明らかにしてください。ウェブ解析のデータソースは、原則的に
すべて不 かな情報です。アクセス解析もインターネット視 率も、どれも正しいデータとは りません。
つまり、データソースが明 されていないと、どの程度 かな情報なのかを み手が できないのです。
期間、 出方法、 出者が必要 件です。後 するディメンション・メトリクス・フィルタ・セグメントの設定
内容をレポートの最後に し、共有してください。

 ・ データと のインデックス
　 ウェブ解析レポートでは、提案を のページに、論拠となるデータを後ろのページに書くことを してい
ますが、このレイアウトにすると提案とデータが れてしまうケースも多々あります。提案にはページを
いてしまうことが多いため、データまで同じページに入らないものです。そのときに、データと提案の関
をページ数や章や節を明 してお いに参 できるようにしておけば、 み手が み進めたい順 で理解で
きます。この場合は、データと提案のそれぞれにページ数や章や節を明 します。
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◦ワンチャートワンメッセージ
1つの 表に対して、伝えたいことは1つにすることです。これは、ウェブ解析に りません。注意したいこと
を表現し、支えるためにチャート（表・グラフ）を用います。このチャートとメッセージが一対一になっているこ
とが、もっとも伝わりやすい 分です。同じ数 でも、伝えたいことが3つあれば、3つのチャートやグラフを
作って すのがベストです。 体的には、 の3つの視点で作ってください
 ・ メッセージを えないデータは く
　 メッセージに関 ない や 目は外し、そのスペースはデータソースに います。そして、メッセージに
関連するところだけを目立たせます。矢 や丸で ってもよいでしょう。チャートの役 は 化と を伝
えることです。メッセージがなくてもわかるようにしてください。

 ・ メッセージはその から えることだけを く
　 っている・増えているということをメッセージで書く人がいますが、できるだけ けてください。 み飛ば
し（ み手が知っているつもりになって、メッセージやチャートを まないこと）の原 になります。増 や
化はチャートを見ればわかるはずです（増 や 化がわからないなら、そもそもチャートに問題がある）。

チャートで した 化や を 察し、レポートにはそこから導き出される伝えたいことを書きます。行動に
つなげる提 がよいでしょう。

 ・ タイトルを メッセージにする
　 体系的に べたいときはタイトルを えられないケースもありますが、タイトルは一 目立つメッセージな
ので、伝えるべきメッセージを含めることを常に に いてください。新聞の見出しをイメージするとよ
いでしょう。たとえば「9月ウェブサイトユニークユーザー男 率」というような円グラフへのメッセージ
であれば、「9月」「ウェブサイト」「ユニークユーザー」は本当にタイトルに必要でしょうか 　ヘッダーや
フッターに書いてもよいかもしれません。それよりも「9月男性 率 増、広告 果か 」とあったら目に飛
び込んでくるはずです。

◦ を すこと
関 者が行動につなげられないレポートは です。紙や電気などの資 だけではなく、あなたの仕事が
になります。行動を促せないレポートは、すぐ役に立たないと思われて打ち られます。行動を促せないレ
ポートなら作らないくらいの気持ちで みましょう。行動させるレポートを作るときに意 すべきことがあり
ます。

◦リスクと を出す
行動させるレポートは提案が必要ですが、それだけでは りません。関 者を行動させるには、行動したとき
のリスクと期待値を出す必要があります。リスクとして、どの程度のコストがかかるのか、それがどの程度成
功（ ）しそうなのか、どの程度の時間がかかるのか、タイミングはいつなのかを共有しましょう。うまくいっ
た場合、どの程度収益に貢献するのか、どの程度 があるのかなどの期待 果と、その可能性を伝えましょ
う。そして成功の程度に合わせて数 階出しておくのもよい方法です。自分の役 によっては、リストと期待
値を出しにくいケースもあります。たとえば、実績を出したら会社や関 者に がかかるため、リスクと期
待値を明 できないこともあるでしょう。しかし、少なくともウェブ解析レポートの作者は、出した提案につ
いて聞かれたら 算でも えられるようにしておかないと絵 事になってしまいます。
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8-2 レポート設計とロジックの組み立て方
　レポートを 体的にどう組み立てるのか、および、そのロジックの組み立て方を 介します。

8-2-1　レポートの
　レポートの設計で必要な全体の設計と個 ページの設計方法を説明していきます。

 レポート全体の設計
　レポート全体は、 のような構成で作成します。 する内容は構成や情報 で 更しても構いませんが、 け
があると 性の 下につながります。

8-2-1　レポートの

レポート要 する内容

表紙 タイトル、期間、顧客名、制作者、セキュリティレベル

データ 要 データ 、収集方法、データの 度

目 章立て、タイトル、ページ

提案 レポートで組織にて実施可 を問う提案

データ 提案の根拠となるデータの 介

　なお、提案やデータ を説明するための 則（Appendix）を することもあります。

レポートのコンテンツ設計
　レポートには、ページに「タイトル」「サブタイトル」「デー
タや提案」「コメント」「データへのFinding」「参 ページ」
「ページ 」といった要 を く必要があります。これら
の要 を加えて、レポートのテンプレートを作成します。
　「データへのFinding」とは、データから発見した気付きを
文章で表現するエリアです。コメントには、このページで
伝えたい課題や提案を文章で表現します。どの場所にどの
内容を するかを決めておくことで、 み手の理解する
を下げます。

タイトル

サブタイトル

データや提案

コメント

データへの
Finding

参考ページ

ページ番号

図8-2-1　レポートのテンプレートの
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8-2-2　〈発展〉ロジックツリーの作り方
　ウェブ解析のレポートでは、ある程度のページ数がある場合に、全体の論理構造をわかりやすく見せるためにロ
ジックツリーを って表現することがあります。ロジックツリーは、目的、KGI、KSFそしてKPIと施策を一 で表
し、それぞれのページ や期待 果、 資金額を一 化することで、目 では表現しきれない目標と施策と
標や根拠を 的に一元化するウェブ解析士協会独自の手法です。

ロジックツリー作成の手順
　 から順 に、 の順 で表現してください。

1. 目標とKGI 事業で与えられた目標と目標達成のためのKGIです。
2. KSFと施策 目標達成のための施策や です。
3. KPI KSFを達成したときに 定できる 標です。KGIを分解しただけではKPIにはなっていません。
4. 根拠 KPIやKSFの根拠となるデータを 介しているページや 的な 果を表現します。
5. 費用・期待 果 提案実施のためのコストと期待できる売上やトラフィック増加の見込みを提 します。

図8-2-2　ロジックツリーの

　 8-2-2は、40期のウェブ解析マスター講座の受講生の大 さんのマクロレポートのロジックツリーです。目標か
らKGIを決め、KSFとKPIと施策を し、施策とページ を しています。これにより、レポートを見る人が全
体 を理解する けになっていることがわかります。

ロジックは戦略から戦術を組み立てること
　施策の現実性はリアルな戦略に基づくターゲットと施策から生まれます。目標達成のためのレポートを書くとき
に大事なポイントは、まずリアルな戦略を立て、そこから戦術（施策）にブレイクダウンすることです。
　目標達成のために施策を実施すると、広告、 、SNS、ウェブページなど、各 目について問題となる 所を改
善する施策を ねることになります。小規模な改善であれば現実的ですが、大規模な改善策になると、このような手
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法では施策の一貫性がなくなり、1つひとつの施策を 体化しにくく、 体化すると が発生しやすくなります。
　したがって、理 的な方法は、戦術からターゲットや改善方 を決め、その改善方法に対して問題点を発見して
個 に改善していくことです。この手法であれば、「誰が」「 を」改善するかが明 になり、施策も 体的になるた
め、一貫性が生まれます。そのためには、事業分析や環境分析が不可 です。
　私たちが改善するのは、 のところ「人」に します。お客さまの体験を改善し、関わる社員やビジネスパー
トナーの仕事を改善することです。それには、人と人に起 する問題点を改善することが一 説得力があり、改善
果も高まります。

8-2-3　コメントの き
　コメントはシンプルでわかりやすい表現を心がけます。 法などの文学的な表現は けるようにしてくださ
い。また、事実と意見と提案を分けるようにしてください。「10%増加したといえます」という表現は意見か事実か
がわかりにくくなります。「10%増加した」とシンプルに表現しましょう。

 文章構造でMECEに気を付ける
　論理的な文章表現を意 することで 解を回 できます。
　構造化に かせないのが「MECE」（ミーシー、ミッシー）と ばれる です。MECEは、「Mutually Exclusive and 
Collectively Exhaustive」の 文 をとったもので、「それぞれが 複することなく、全体としてモレがない」という
意 です。MECEにより、 要な点の見 とし（モレ）がないか、あるいは、同じことが 複（ダブり）していないか
をチェックします。
　たとえば、会社の社員を分 することを えてみましょう。

モレありダブりなし

3

正
社
員

パ
ー
ト

モレありダブりあり

4

正
社
員

本
社
社
員

1
モレなしダブりなし

男性 女性

2
モレなしダブりあり

10～20 代

若手社員

30～40 代 50 代以上

図8-2-3　MECEと の社 　

1. モレなしダブりなし
男性と 性に分けているので、モレもダブりもない

2. モレなしダブりあり
「若手社員」とすると、年代 の社員とダブりが発生する

3. モレありダブりなし
ダブりはないが、 社員や 社員などがモレている

4. モレありダブりあり
本社勤務以外の正社員がモレているだけでなく、本社の正社員がダブっている

　ウェブ解析で 要なスキルは、対象となる事業の全体 を見 め、要 間の関 をわかりやすく 理する「構造
化」の思 技術です。構造化には2つの 面があります。論理の構造化と事象の構造化です。
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論理の構造化

自分の考え・主張

を他社に説明する

ときのストーリー

・ピラミッド構造

事象の構造化

・現状把握
・因果関係
・解決策
・相関関係

概念

MECE
ロジックツリー

フレームワーク

図8-2-4　 な のためにMECEを する　

　MECEを活用するためのポイントは、 のとおりです。

◦ のフレームワークを する
3C分析、4P分析などは、多くの知 や経験によって作られ、その有 性が されてきました。これらのフ
レームワークを うことで 時間、かつ、正 に構造を理解できます。

◦ダブりよりもモレがないことに する
ダブりはあとで できますが、モレはそうはいきません。見 としがないかどうかを 点的にチェックしま
しょう。

◦ レベルに する
正しい論理構造では、同一の階層に位 する複数の要 は横方向にMECEな関 になっていなければなりませ
ん。 なるレベルのものを同じレベルとして わないようにすることが大 です。

MECE

MECE

課題

結論

A

A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3

B C

レベル 1

レベル 2

レベル 3

図8-2-5　 で する レベルの

読者の行動を促すコメントを書く
　コメントでは、事実よりも 説や提案を します。事実を強 するのは、グラフや表でマークや太 にするこ
とで行ってください。データを見せるだけなら、ExcelやBIツールで行えます。そのデータをどう解 し、問題を発
見し、改善策を見つけられるのは、事業や業界のことを理解して改善しようと みる関 者だけです。
　もちろん、 説が間 っていることもあります。しかし、正 な 説を立てることよりも、その 間に えられ
る問題や改善を行って、 果から したほうが 実に改善することができます。
　PDCAサイクルにおけるCheckからActionを促すことはコメントの役 です。



423改訂第10版

レ
ポ
ー
ト
の

8

−

3

8-3 レポートの表現方法
　データのわかりやすい表現するには、伝えたいことをいかにシンプルにできるかが 要です。そのために、レイ
アウトや表現方法を決め、 や などを に増やさず、伝える情報 を らすことが必要です。

8-3-1　グラフと の の 本
　伝わるレポートにするため、レイアウト、表現方法、情報 の基本に気をつけてください。

レポート全体のレイアウト
　レポート内容の表現方法の統一のため、レイアウト要 を決めます。レイアウトの要 を決めるために、 のよ
うなことを決めます。レポートのレイアウト要 は、通常はレポートに しないので、レポート制作者間で個 に
共有します。レポートの原則は「シンプルにすること」です。 数、フォントの種 、サイズの種 が増えると、伝
わらないレポートになってしまいます。適 な表現方法を べば、不必要なレイアウト要 も ることになります。

8-3-1　レポートにおける の 本

サイズ 長、横長、用紙サイズ、ディスプレイで表 するなら 定するディスプレイサイズを決める。レポート
を作る に発表環境を 認し、適 なサイズにする

フォント フォントは、必ず統一する。ページタイトル、サブタイトル、グラフや表のタイトル、コメント、注 な
どの要 によって、サイズや （中 寄せなど）を決める。行 りなどでアンバランスになる場合は、
めやサイズや を する

文 ボールド、イタリック、下 などの表現をどの目的で うか決める。ポジティブな数値はボールド、ネガ
ティブな数値はイタリック、提案につながる数値や文章は下 などと決めるとよい

合の パーセント（ ）の増 はポイント（pt）を用いる。3%から6%に増えた場合は3pt増加と表現する。200%
増加や3%増加とは表現しない
なるべく は同系 や でまとめる。注意を きたいところだけにアクセントとなる を する
ようにしましょう。多数の を うと、注意を きたいところを 起することが になる

グラフ内の や表の などは、 力 らす。レポート内のコンテンツの りなども必要最小 の
で表現する。 の数が多いと みにくい 象のレポートになるため、面で い を に き、情報の
りを表現するとよい

タイトルに などの を ったり、タイトルの に や などを いたりするのは ける。これらは、
強 したいデータのために 用し、タイトルなどは文 の大きさで表現する

0

1

2

3

4

5

6

7

8

日本 韓国 アメリカ イギリス

6.9

6.2

3.6 3.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

イギリス アメリカ 日本 韓国

月間PV数 月間PV数

図8-3-1　 の い （ ）とシンプルな （ ）の
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データの表現方法
　一般的なソフトウェアによるデータの表現方法は少なく、私たちもこれらのソフトウェアによるデータの表現方
法に れているので、 や という られた表現方法だけを おうとしてしまいがちです。しかし、本来、データ
の表現方法には、 のようにさまざまな方法があり、 や を わなくても多種多様な表現が可能なのです。表
現方法を理解して、わかりやすい表現を ってください。

長さ 太さ 方向 囲む形 色調サイズ 強度 二次元位置
図8-3-2　データ の

8-3-2　データ の 本

文 や で す 明 ですが、文 が大 にあると情報が もれてしまうことができる

長さ 太さを える 一度に多数の 化を表現できるが、 化が大きすぎると表現が しくなる

を える 体的には、方向を える、 を える、 む、サイズを えるなど。表現する情報が多種にな
ると、わかりにくくなる

を える 明 だが、表現する の種 が多すぎると を く

をつける の さや の太さを えて、メリハリを かせる

を える 一度に多数の 化を表現でき、大きい 化も表現できる。スペースを取る点が 点

きをつける ディスプレイ上では有 な点 や動きなどの表現。動きがあるものとないものの う点を知るた
めに時間がかかったり、伝わらなかったりする可能性がある

伝える情報量を減らす
　 り しになりますが、データを伝えるために一 大 なことは「情報 を らすこと」です。集計や 察をする
ときに っていたテーブルやグラフをそのまま用いると、データの や行が多すぎて伝わりません。そこで、 の
ようなチェックを行って不必要なデータを らしてください。

◦ えたいメッセージを する
「直 率が増えている」というメッセージであれば、そのメッセージを伝えるために必要な情報に ります。
◦ な を らす
「8月のPV数が っている」というメッセージであれば、1年間のデータを べなくても「1年間の平 との 」
「 月 月との 」とするだけで みます。
◦ なディメンション メトリクスを らす
「 在時間が長いページがある」というメッセージであれば、ページビューやセッションは不要です。
◦ のデータは「その 」としてまとめる
円グラフなどで少数のデータが 目として んでいては、わかりにくくなります。まとめて「その他」としま
しょう。

◦ 小 の や で えられるグラフや を う
多数のデータを含む れ グラフや グラフ、2軸グラフを う に、 やバブルチャートによる表現を
しましょう。全体の 向を見せるときに適 な場合もあります。



425改訂第10版

レ
ポ
ー
ト
の

8

−

3

8-3-2　チャートのグラフの
表（単純集計・クロス集計） 
　もっとも基本的な表現方法の1つが表による表現です。なるべく や 目を らし、面とシンプルな数値で表
すようにしてください。

● 純集
純集計とは、 目に対する値を 目ごとに べたものです。たとえば、 8-3-3は、デバイスごとのセッショ
ン数と、新規訪問者／リピーターのセッション数を表したものです。

　 セッション数

デスクトップ 17,435

モバイル 10,237

タブレット 784

合計 28,456

図8-3-3　 純集 の

●クロス集
純集計に対して、クロス集計は2つ以上の 目に 目して表現したものです。これにより、複数の 目ごと

の特 や いがわかります。

セッション数
デバイス 合計 新規訪問者 リピーター

デスクトップ 17,435 9,016 8,419

モバイル 10,237 5,544 4,693

タブレット 784 405 379

合計 28,456 14,965 13,491

図8-3-4　クロス集 の

棒グラフ
　 グラフには、 直 グラフと水平 グラフがあり、 純な の をするときに適しています。 8-3-5の表と
グラフを見 べてください。グラフのほうが 的な がすぐに伝わります。直感的に いを するには、 グ
ラフが一 です。ただし、 グラフは、あまりにも のあるデータを表現するのには不向きです。たとえば、10000
と1では、1がほとんど見えなくなります。 グラフの幅に決まりはありませんが「その グラフを立てたときに自立
できそうな幅」と われます。 グラフで目 りや長さを 略する人がいますが、不 に思われるため、そういった
表現はしないようにしてください。

　 セッション数

新規訪問者 14,965

リピーター 13,491

合計 28,456



426 ェ

レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ

第
8
章

　 広告A 広告B

セッション数 70 35

図8-3-5　 と グラフの

折れ線グラフ
　時間の経 による 化に 目してデータを見る際には、 れ グラフを 用します。

9/5( 日 ) 9/9( 木 ) 9/13( 月 ) 9/17( 金 ) 9/21( 火 ) 9/25( 土 ) 9/29( 水 ) 10/3( 日 )

360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100

80
60
40
20

0

図8-3-6　 れ グラフの

　 8-3-6は、あるサイトのセッション数（ ）とページビュー数（黒）の月間 を表す れ グラフです。定期的に
少しているタイミングがあり、そのタイミングでセッション数とページビュー数の が まっていることがひと

目でわかります。

面グラフ
　時間の経 による 化を で見るには、面グラフ
を 用します。面グラフには、2つ以上のデータを
ねて表現する標準的な面グラフと、合計での 率を
表す積み上げ面グラフ、全体を100 として 合の
を す積み上げ面グラフがあります。一般には、

複数のデータの合計がわかる積み上げ面グラフがよ
く用いられます。
　 8-3-7は、2017年の新規ユーザーとリピーターの
数を表した積み上げ面グラフです。3月から8月まで
全体のユーザー数が 速に増えていることや、新規
ユーザーの増加が主な原 で、この期間（3月 8月）
はリピーターの数は増えてはいるものの新規ユー
ザーの増加に伴うほどではなかったことがわかります。

広告のセッション数の差

80
70
60
50
40
30
20
10

0

セッション数

広告 A

広告 B

図8-3-7　 グラフの （ み上げ グラフ）
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円グラフ
　構成要 の 率を見るには、円グラフが適しています。円グラフは 合
を表すため、一般的には で表 します。OSやブラウザーのシェアを表
現するにも、よく円グラフが用いられます。それぞれの利用者数（ 対数）
よりも 合が 要なデータだからです。
　 8-3-8のグラフは参 元の 合を表す円グラフですが、 エンジン
からの流入の 合が多いことがひと目でわかります。ただし、4つ以上の
目を するとわかりにくいという 点があります。

100％積み上げ棒グラフ
　100 積み上げ グラフは、全体の の大小
を するために われているのを見ることが
ありますが、そういった用 に 用するもので
はなく、構成要 の 率の いを表すことが目
的です。構成要 を表すものとして円グラフも
ありますが、100 積み上げ グラフのほうが、
複数のデータセットを しやすいという特
があります。
　 8-3-9を見ると、「貴社のホームページ」の
目は、自 からの流入 率の 合が、業種
平 や目的 平 よりも いことがわかりま

す。このグラフも、 目が多くなると が しくなります。

散布図
　2つのデータの相関性を えるには、 が有 です。 軸の「大」
「小」と横軸の「大」「小」に分 すれば、4象 にデータを分 することもで
きます。 8-3-10の を見ると、ページのスクロールの長さが長いほ
ど、 率が高くなるという 向が できます。

5%
9%

86% 検索エンジン

参照サイト

ノーリファラ

図8-3-8　 グラフの

リスティング広告からの流入

目的別平均：資料請求

業種別平均：IT

貴社のホームページ

83%

68%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

リスティング

自然検索

18%

72%28%

32%

図8-3-9　100 み上げ グラフの

離脱率とページスクロールの長さの関係

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

離
脱
率
（
％
）

0 5 10 15 20 25 30
ページスクロールの長さ

図8-3-10　 図の
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バブルチャート
　 では 軸と横軸の2 元でしかデータを表せませんが、バブルチャートでは3 元のデータを表せます。
軸と横軸に加え、各データの面積の大小で第3のデータも表現できるのがバブルチャートの特 です。
　バブルチャートを う場合は、面積で表現する要 をロングテール的なデータにします。 8-3-11のグラフでは、
キーワード の流入数を面積で表しています。各キーワードについてのユーザーの行動 向がつかめます。

滞在時間と直帰率とキーワード別流入数
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

滞
在
時
間
（
秒
）

0直帰率
（％）

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aエリア
Cエリア

Bエリア Dエリア

1

6
49

3

7 バブル NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

キーワード名
シビラ
SEO レポート
アクセス解析
アクセス解析とは
アクセス解析 リンク元なし javascript
直帰率
経路
経路解析
sibulla
seo 効果測定ツール

図8-3-11　バブルチャートの （ バブル ）

2軸グラフ
　 度の なる2つの 軸を持つグラフです。 8-3-12は、 グラフ（総ページビュー数とセッション数）と れ グ
ラフ（コンバージョン数）を組み合わせた2軸グラフです。グラフの 右両方に軸（目 り）がある点に注意してくだ
さい。 が総ページビュー数とセッション数、右がコンバージョン数です。 軸と右軸では、 数が大きく なり
ます。 に1軸でこのグラフを表すと、コンバージョン数が少なすぎて、 化がほとんど見えないグラフになってし
まいます。
　2軸グラフは、 位が なるデータや数の が大きいデータを、1つのグラフで表すのに 果的です。
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図8-3-12　2 グラフの
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レーダーチャート
　レーダーチャートとは、いくつかの情報で複数の 目の大きさを一見して
することのできるグラフです。「クモの チャート」「スター（Star）チャー

ト」とも ばれます。各 目のバランスがよくわかります。
　注意すべき点は 目の数です。 目数に制 はありませんが、見やすさを
えると5 8角 （ 目数）程度が現実的です。 する 目が多くなる

と、かえって しにくくなります。また、各 目の 位や を えないと
わかりづらくなります。率のみの表 にする、ランクを1 5に分けて表現す
るなどの工夫をしてください。

スパークライン
　とても小さいグラフで、一般的には れ グラフを います。表 している数値の横に して、その数値のト
レンドを すために います。

図8-3-14　スパークラインの

　Excelなどの表計算ソフトでも作成できます。Google アナリティクスでは、数値の下にスパークラインを いて
全体のトレンドを表現しています。このデータはユーザーの全体 向の数値ですが、スパークラインによって数
のトレンドを知ることができます。

カラースケール
　一定以上の数値の 化に対してセルの （主に ） える表現方法です。ヒートマップということもありま
す。 件書式を って設定するのが一般的です。カラースケールは、データの分 および 動 をわかりやすく
するための視覚的なガイドです。1 の で表現する場合、2 のスケールで表現する場合、さらには、3 のグ
ラデーションを う場合などがあります。 の さにより、値の高中 を表します。

Default Channel Grouping % New Sessions Bounce Rate Pages / Session Avg. Session Duration

Organic Search 68.07% 66.85% 3.03 0:02:38
Direct 69.37% 62.30% 3.36 0:03:28
Paid Search 82.23% 79.70% 1.93 0:01:10
Referral 36.51% 54.36% 3.87 0:04:49
Social 35.22% 70.75% 2.12 0:02:00
Email 32.84% 55.97% 2.27 0:01:27
Display 4.00% 44.00% 3.85 0:04:05
(Other) 28.57% 42.86% 3.9 0:05:47

図8-3-15　カラースケールの

バナー A とバナー B の比較

インプレッション数

クリック数売上

コスト コンバージョン率

ー●ー バナー A

ー●ー バナー B

図8-3-13　レーダーチャートの
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　 8-3-15は、チャネルごとの新規訪問率、直 率、ページ /セッション、平 在時間の表を2 スケールで表現
した です。よい 向または多い 向を 、 い 向または少ない 向を で、 も って表現しています。

グラフ作成時の注意点
　グラフ作成の目的は、データを可視化することでメッセージを伝わりやすくすることです。グラフがわかりにく
いと を くので、注意点を げておきます。

◦ チャートや なチャートを わない
見 えはしますが、立体的な グラフは正 な大きさや面積が できず、データの が しくなります。
同様に、 的な円グラフも率を正 に しにくくなります。

◦ りやバーを しない
1つの 目だけ数値が大きい場合に、目 りやバーの長さを 略したくなりますが、正しい ができなくな
ります。原則として、目 り自体を引き直すことで対応してください。

◦ に合わせてグラフの を正しく び の り を いる
たとえば、流入元の 合を月 に表す際、複数の円グラフを くよりも、積み上げ グラフを べたほうがわ
かりやすくなります。月 セッション数に大きな 化がない場合には、 グラフを べるよりも、月 の 化
率を れ グラフで表現したほうがわかりやすくなります。グラフの び方や軸の取り方に注意してくださ
い。グラフは伝達する上で強力なツールなので、正しく、 果的に用いてください。

◦ や な や文 は 力 わない
数が増えると、まとまりのないグラフになります。理由がなければ、 数は3 程度に留めてください。

で いを見せるときは、同系 の で表現するとまとまります。また、 計な はなるべく わないように
してください。 軸も横軸も必要最小 の にすると、グラフが目立ちます。文 は、タイトルを含めて、太
や下 を意 なく 用しないでください。強 したいポイントのみに太 や下 を うと、目立つようにな

ります。
◦ や や文 にルールを る

や や文 にはルールを設けてください。 を付けて目立たせるのはどのような場合か、 を付けるとき
はどんな場合か、 や文 は に うのかなどを最初に決めておくと、全体の統一感が増します。 、
、 、文 だけでもかなりの表現が可能です。 力表現を えることが、グラフやデータのメッセージ
を き立たせるコツです。
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8-4  〈発展〉プレゼンテーション

　ここでは、プレゼンテーションで役に立つソリューションを 介します。これらのソリューションを えば、デー
タの集計やビジュアライゼーションを 力化したり自動化したりできます。また、タスク管理用のソリューション
も 介します。

8-4-1 自動レポーティングツールの活用
　事業の成果を上げるためのレポートを作成するためには、ウェブサイトのアクセスログだけではなく、売上、顧
客データといった多種多様なデータを う必要があります。ただし、売上、顧客の動向や活動日報、進 管理など、
あらゆる情報がデジタル化されつつあるため、企業が 積するデータは に多くなっており、集計や課題発見に
時間がかかるという みを える人が増えています。こんなときに、大 のデータが す事実の や課題を、
早く発見するために、BI（Business Intelligence）ツールが活用されています。
　BIツールを用いて大 のデータを 理・分析することで、レポートの自動化はもちろんですが、意思決定に必要
な知見を 早く得ることができます。

レポーティングツール
　もっとも多く利用されているのが、レポーティングツールとしての活用です。日々集まっている企業のあらゆる
データを 早くタイムリーにレポートとして できるようにします。作成したレポートは、メールで自動 さ
れたり、ブラウザーでいつでも 認できるようになるため、経営者への情報の共有化が促進されます。

Google Spread Sheet add-ons Google Analytics 1

　Google スプレッドシートには機能を 加するアドオン機能が提供されていますが、「Google Spread Sheet add-
ons Google Analytics」は、Googleが提供する のアドオンです。このアドオンを うと、Google アナリティク
スのデータをGoogle スプレッドシートにインポートできます。

図8-4-1　Google Spread Sheet add-ons Google Analytics

1　https://developers.google.com/analytics/solutions/google-analytics-spreadsheet-add-on
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　Configurationに必要な設定をすると、そのデータを自動的にインポートできます。Google アナリティクスを
う際、セグメントやフィルタ、期間などをその都度設定する必要がありますが、このアドオンを うと、同じ設定
のデータをインポートできます。そのため、設定の手間が け、ミスも ります。さらに、Google スプレッドシー
トの関数を用いれば、必ず 月の月初からインポートするといった自動化も可能で、思ったとおりのデータをイン
ポートできる点も 力的です。

Search Analytics for Sheets 2

　こちらもGoogleスプレッドシートのアドオンです。Google Search Consoleの情報をスプレッドシートに れま
す。収集するデータを ぶことで、 語についての全データが収集できます。

図8-4-2　Search Analytics for Sheets

　さらにbackupを設定すると、定期的にGoogle Search Consoleのデータを収集することもできます。この 果と
Google アナリティクスのデータを組み合わせることも容 です。

Google データポータル 3

　Googleが提供する のビジュアライゼーションツールです。2018年10月に「Google データスタジオ」から名
が 更されました。Google アナリティクス以外にも、Google 広告やGoogle Search Consoleなど、さまざまな
データをインポートし、容 にグラフ化（ビジュアライズ）できます。

2　https://searchanalyticsforsheets.com/
3　https://datastudio.google.com/
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図8-4-3　Google データポータル

　作成したレポートは、期間設定や 目などを自由に 作可能にも表現でき、利用者によって自由にカスタマイズ
できる点も 力です。常に機能がアップデートもされており、最近は複数のデータを1つのテーブルにまとめる機
能や、PDF 式でのダウンロードにも対応してきています。 純なインポートでは表現しきれない場合もあります
が、その場合はスプレッドシートと組み合わせると、より自由な表現も可能になります。

データマイニングツール
　 積したデータをさまざまな角度から解析して課題や問題点や解決策を発見し、 知の関 ・ 向などを すこ
とができるツールです。その分析には、クロス分析、相関分析、回 分析などの手法が用いられます。そして、導
き出されたデータをもとに 説を立て、 体的な施策につなげます。たとえば、 日のネットショップ利用者数が
大幅に 少していたデータと、天気や時 に 接に関 していることがわかったりします。

8-4-21　 なBIツール（データマイニングツール）

ツール名 提供企業　 URL

Tableau TABLEAU SOFTWARE. https://www.tableau.com/ja-jp

QlikView Qlik Inc. https://www.qlik.com/ja-jp

Power BI 日本マイクロソフト株式会社 https://powerbi.microsoft.com/ja-jp/

DataDeck 株式会社Ptmind https://www.datadeck.com/jp/

SAP BusinessObjects Intellig 
ence スイート

SAPジャパン株式会社 https://www.sap.com/japan/products/bi-platform.
html

Yellowfin Yellowfin Japan株式会社 https://yellowfin.co.jp/

Oracle Data Visualization 日本オラクル株式会社 https://www.oracle.com/jp/solutions/business-
analytics/data-visualization.html

2018年10月現在
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Datadeck 4

　株式会社Ptmindが提供するBIツールです。 で利用できるプランもあります。

図8-4-4　Datadeck

　広告、ウェブサイト、顧客情報のマーケティングデータ、営業成績データなど、あらゆるデータを に集 で
きます。
　特 としては、Slackなどのコミュニケーションツールと連動して、データに対してコミュニケーションできる点
です。また、有 版ではAWSなどのデータベースとの連携もできるので、より多角的な解析も可能です。Google
のプロダクトではないため、中国で利用できる点もメリットの1つです。

8-4-2　課題管理表による施策の管理
　レポートでもっとも 要なコンテンツは、課題管理表です。行動を促す提案するだけでは十分ではありません。
用、保留、中 になった課題を管理することは、ウェブ解析士の 要な役 です。課題管理表を作り、ミーティ

ングで定期的にチェックを行って、 続した施策の管理をしてください。

図8-4-5　 の

4　https://www.datadeck.com/
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課題管理ソリューションの活用
　手動で課題管理表を管理する代わりに、課題管理を行うソリューションもあります。課題管理表だけでは対応で
きない、 期 れのメールや担当者の り りなどの機能があります。
 

Redmine 5

　オープンソースのプロジェクト管理ツールです。ソフトウェア開発やウェブサイト制作などの ITプロジェクトに
多く われていますが、汎用性が高いため、幅広い用 に活用できます。作業をチケットとして登 し、担当者や
期を決めることができます。また、タスク管理をするガントチャートも作成できます。

Backlog 6

　有 のタスク管理ツールです。課題としてタスクを登 するところなどはRedmineに ていますが、アバターを
えたりスターを付けられたりと、よりコミュニケーションを強化する機能が っています。

Trello 7

タスクの をコルクボードに り付けるような でタスクを管理するソリューションです。タスクをドラッ
グ＆ドロップすることで、完了や などを できます。

図8-4-6　Trello

5　https://www.redmine.org/
6　https://backlog.com/ja/
7　https://trello.com/
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8-5 ウェブ解析における統計基礎
　企業が統計学を 要視する 向は、年々高まりを見せています。ハード面でのクラウド化やソフト面での 価格
化が進み、以 と べると解析環境の構築ハードルが 速に下がる中、ビッグデータを活用して事業上の を提
できる「データサイエンティスト」の必要性が 要視されています。ウェブ解析士においても、この 向は 視でき
ない流れです。データを用いて事業の成果につながる行動を促すためには、そのデータの特 を的 に表現するた
めの知 が必要となります。また、クライアントや社内の関 者に対し、目の のデータの を正しく開 し 得
を得るためには、統計学の知 をもって提 することが必要不可 となってきています。
　とはいえ、統計学はデータが持つ や分 件をもとに十分な知 をもって しなければなりません。その
ための第一歩として、基本統計 によるデータの特 を適 に表す方法や、さまざまな の相関関 、また
したいデータに があるかを統計的に 定する手順について理解しておくようにしましょう。

8-5-1　 本 の 出
　あるデータ の特 を表す際、平 値を用いるよりも中 値のほうが適 である場合があります。どちらを用い
るのがよいかの は、データ のバラツキ によって わります。また、平 値や中 値以外にも、データの
特 を表す値はいくつか 在します。このような「データを代表する特 」および「データのバラツキ 」を数
値化したものを「基本統計 」と びます。
　 に、A社のリードジェネレーションサイトで1年間の問い合わせ数が表8-5-1のようであったとします。これを
用いて、各 を見てみましょう。

8-5-1　A社の い合わせ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

A社 13 12 14 10 3 9 2 1 7 9 8 9

◦平
データの総和をデータの個数で った値です。データが平 を中心として 右 等にばらつくような 標に
おいて、データ全体を するのに向いています。
この場合の平 値は、「（13＋12＋14＋10＋3＋9＋2＋1＋7＋9＋8＋9） 12 8.1」となります。

◦中
データを昇順に べたとき、中 に位 するデータの値。データが 右非対 にバラツキがある場合、その
データの中 を表します。
この場合のお問い合わせ数を昇順に べると、（1,2,3,7,8,9,9,9,10,12,13,14）となり、6 目と7 目の平 を取っ
て、「（9＋9） 2 9」となります。

◦
データ でもっとも高い 度で出現する値。データの りがあり、かつ、ある にデータが集中している場
合に向いています。この場合の最 値は、9となります。
　この の出現 度でヒストグラムを作成すると、 8-5-1のようになります。ヒストグラムとは、 軸に度
数、横軸に階級をとった グラフで、データの分 を視覚的に表現するために われます。
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図8-5-1　A社のお い合わせ のヒストグラム

　ヒストグラムの階級幅（数値を る幅）を2とした場合、平 値・中 値・最 値すべてで、7 8回がもっとも度
数の高い階級に位 しています。ただし、1 2回の回数もほかの階級よりも高いため、その を受けた平 値
は、その他の値よりも い数値となっています。このことから、中 値と最 値は、両 のバラツキに を受け
にくいという特性を見ることができます。
　これらの代表値とあわせて、バラツキを表す のような値を見ることで、 がしやすくなります。

◦ 小 ・ 大 ・レンジ（ ）
データ の中でもっとも小さい値を最小値、もっとも大きい値を最大値として、その をレンジ（ ）といい
ます。この値が大きいほど、バラツキが大きいことを表します。
この場合、最小値は1、最大値は14となり、レンジは「14 1 13」となります。

◦
個々のデータが平 からどの程度バラツキがあるかを表す値。各値（ ）と平 （ ）との （ ）を2 した総
和（ ）を、データの個数（ ）で った値です。
A社の問い合わせ数の分 は、表8-5-2のようになります。

8-5-2　A社のお い合わせ の

13 4.9 24.01

12 3.9 15.21

14 5.9 34.81

10 1.9 3.61

3 -5.1 26.01

9 0.9 0.81

2 -6.1 37.21

1 -7.1 50.41

7 -1.1 1.21

9 0.9 0.91

8 -0.1 0.01

9 0.9 0.81

  195.02

分  16.25
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同じ平 値であっても、分 の値が大きければ、データとしてバラツキが大きいことを します。品 管理に
おいては、バラツキを小さくすることも改善策の1つです。なお、 集団や標本自体の分 を計算する場合は
の式で算出しますが、標本から 集団の分 を 定する場合には、データの個数ではなく自由度（ -1）で

ります。これを「不 分 」と います。Excelの「基本統計 」で計算される分 は、不 分 の値です。
◦
分 の平方根です。分 は2 された値で 位も わるため、平方根を取り、 位を合わせたもので、A社の
問い合わせ数の標準 は、σ     16.25 4.03となります。標本が正規分 に従う場合（標本数nが十分に大
きい場合）、平 値に対して、標準 は の性 を します。

・平 値  1σの 内に、標本の 68%が含まれる
・平 値  2σの 中に、標本の 95%が含まれる
・平 値  3σの 中に、全体の 99%が含まれる

この では、ヒストグラムによって正規分 からは若 かけ れた分 となっていることがわかっているため、
平 値（8.1）  1σ（4.03） = 4.07 12.13）の 間に含まれる標本は7個となり、 58%しかありません。
このようなバラツキの 認や、日々の 常値を発見するきっかけとして、分 や標準 を活用できます。

　基本統計 は、Excelのアドインである「分析ツール」1で容 に求めることができます。これを利用して、データ
の分 やバラツキ 合を するようにしましょう。

8-5-2　
　2つのデータの相関 合を見る際、 を作成すると 利です。 を見るときは、 に分 合を見るだ
けでなく、相関 数（通常、「R」と表します）による相関の強 を見ることで、より 度が高まります。
　相関 数Rは、2 （x, y）の分 値から求められ、 1から＋1の間の値を取ります。＋であれば正の相関、 で
あれば の相関となり、相関の強 には、 のような目安があります。

8-5-3　

正の相関 の相関 相関の強
0 R 0.2 0.2 R 0 ほとんど相関 し

0.2 R 0.4 0.4 R 0.2 い相関がある
0.4 R 0.7 0.7 R 0.4 中程度の相関がある
0.7 R 1.0 1.0 R 0.7 強い相関がある

　算定式は複雑になるため、ここでは 愛しますが、Excelの「データ分析」にある「相関」で、 に求めることが
できます。 を作成した場合、グラフの設定で近 グラフとあわせて「R2」を表 させることができます。R2は、
相関 数Rを二 した値で、Rが0.7以上の場合、R2は0.5を超えるようになります。 から相関の強 を す
る場合は、R2が0.5以上あるかどうかを 認するのも1つの方法です。

1　https://support.office.com/ja-jp/article/excel-で分析ツールを み込む -6a63e598-cd6d-42e3-9317-6b40ba1a66b4
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8-5-3　 の
　コンバージョン率の向上を目的にA/Bテストを行った際、その2つに があるといってよいかを する必要があ
りますが、その際には統計学の「 定」が用いられます。 定には、そのデータの 出 件や適用する分 の種 に
よってさまざまな方法があります。しかし、 定の手順についてはどの方法でも共通なので、ここではその手順に
ついて説明します。

1. データの の と の
定を行いたいデータが平 値か分 か 率か、データ自体が 集団か標本かなどの 件を 認し、それぞ
れにあった 定方法を決定します。

2. H0および H1の
定を行う際は、まず 定を行うデータ同士には「 がない」として 説を立てます。この 説は されるこ

とを期待されており、最 的には に されるために「 説」と ばれており、H0で表します。これに対し、
「 がある」という 説を「対立 説」と び、H1で表します。 定の 果、H0が された場合、対立 説であ
るH1が されます。H0が されなかった場合は、H0が され、H1が されます。

3. 水 と の
有意水準とは、「その 果が起こる 率は %まで 容するか 」を表す水準値のことです。もっともよく見る
値は95%とするケースで、この場合の有意水準 は、100 95 5 0.05となります。さらに に が
あるかを 定したい場合は、99%の 率を水準値とする場合もあり、この場合の有意水準 は、100 99

1 0.01となります。この有意水準をもとに、 定方法にあわせた分 から、 説の 域を決定します。
4. の 出と との

説を 定するために必要な統計 を、 定方法にしたがって求めます。求められた統計 が 域以上の場
合、「 が有意水準を超える で発生した」ものとし、 がないという 説H0は され、H1が され
ます。 に統計 が 域を下回る場合は、「 が有意水準を超えない で発生した」ものとして、 がない
という 説H0が され、H1は されます。

　A/Bテストツールで見られる「95% 間」などの には、このような 定の手順が われています。ツール
が出力する 果を鵜 みにせず、その理論を理解しておくようにしましょう。
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ECサイトなどの構築、ウェブ解析・コ
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を通じてウェブ解析の啓蒙・浸透に従
事。株式会社HAPPY ANALYTICS代
表取締役。主な著書に『Webサイト分
析・改善の教科書』『あなたのアクセ
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りたいこと」からパッと引ける Google 
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グプラットフォーム「Repro」のマーケ
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後、株式会社 iCARE COO。2012年3
月、慶應義塾大学大学院経営管理研究
科（MBA）修了（消費者行動）。
https://repro.io/

株式会社For Bridges（かぶしきか
いしゃ ふぉーぶりっじず）
東南アジアを熟知したスタッフによ
る、東南アジア専門のブランディン
グ・マーケティングコンサルティング
会社として、日本のお客さまがシンガ
ポール・マレーシア・タイ・インドネシ
アなどに進出をする際のブランディ
ング・マーケティングサポートから広
告宣伝・PRなどの実務サポートを幅広
く展開しております。また、インバウ
ンド事業者様向けに現地での広告出
稿サービスをご提供しております。
https://forbridges.co.jp/
info@forbridges.co.jp

上島 千鶴（かみしま ちづる）
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課題解決に向けて伴走中。2018年4月
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“打ち手大全』（インプレス）、『マーケ
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価軸』（日経BP社）、『Web来訪者を顧
客に育てるリードナーチャリング』（日
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行程を、外注ではなく社内で一貫して
実施できるのが最大の強みです。ま
た、ウェブ解析士認定講座や解析ツー

ル講座、勉強会も随時開催しておりま
す。
https://www.tipdip.jp
kamiya@tipdip.jp

川合 俊輔（かわい しゅんすけ）
Tigerspike株式会社
ユーザーエクスペリエンスデザイ
ナー／ UX Designer
グローバル9拠点で展開するデザイ
ン会社に勤務し、大手企業に対して
UX戦略＆デザインのコンサルティン
グに従事。さまざまなデザインアプ
ローチを用いて徹底したリサーチか
らユーザーの課題や期待を明らかに
することを得意とする。2018年より芝
浦工業大学でUXデザイン演習の非常
勤講師を務める。著書に『ノンデザイ
ナーでもわかるUX+理論で作るWeb
デザイン』など。
shunsuke.kawai@tigerspike.com

黒田 聡（くろだ さとし）
株式会社情報システムエンジニアリ
ング 代表取締役社長
1987年、株式会社情報システムエン
ジニアリングに入社。構造化文書の
作成や文書データの電子標準化の研
究と実践を担当する。第3回TCシン
ポジウムから運営に参加し、1998年か
らTCシンポジウム委員長として毎年
の開催に関与して現在に至る。テク
ニカルコミュニケーター協会の設立
と一般財団法人化に関与。2009年一
般財団法人テクニカルコミュニケー
ター協会の評議員および公益活動企
画会議議長に就任。2011年、株式会社
情報システムエンジニアリング代表
取締役社長に就任。2018年一般社団
法人日本翻訳連盟（JTF)監事に就任。

小池 昇司（こいけ しょうじ）
Modelart代表
ウェブ解析士マスター
経営コンサルタント業に携わる中で、
ウェブ解析や IT利活用による経営改
善を支援しています。支援内容をク
ライアントと共有化しながら自走でき
る社内運用人材育成にも力を入れて
います。ITコーディネーター／インス

トラクター。
skoike9@gmail.com

佐々木 秀憲 （ささき ひでのり）
ウェブ解析士マスター
株式会社Task it 代表取締役社長
人材系企業の営業を経験し、ウェブの
必要性を感じる中、ウェブ解析士マス
ターを取得。2016年、株式会社Task 
itを創業。現在は、ウェブ解析士講
座（特にGoogle アナリティクス講座）
を個人向け・法人向けに実施しなが
ら、コンサルティング（人材系企業）も
実施している。初心者向けの解説と、
GTMも含む技術的な理解をベースと
した講座展開をしている。
https://taskit.co.jp
info@taskit.jp

里村 仁士（さとむら ひとし）
ウェブ解析士マスター
2011年からリスティング広告運用、ア
クセス解析などの業務に従事。2013
年にGoogle 広告のトップコントリ
ビューターとしてGoogleより認定。
近年は運用管理だけでなく、実務経
験を活かした企業研修、広告運用ト
レーニングなどの教育事業も行う。
hsatomura@bruceclay.com

志水 哲也（しみず てつや）
株式会社タービン・インタラクティブ 
代表取締役
1994年の「日本のネット元年」より、
広告代理店で広告マーケティングと
Webプロデュース業務を開始する。
1999年、ウェブコミュニケーション
専門企業としてタービン・インタラク
ティブを設立、「広告コミュニケーショ
ン＋Webマーケティング」両領域での
経験とコンサルティングノウハウが、
多くの企業で高く評価されている。
最新のアドテクノロジーの研究にお
いては2008年よりニューヨークやシ
リコンバレーの視察を開始し、訪問し
た米国 IT企業は30社wo超。マーケ
ティングオートメーションの活用によ
る日本のBtoB企業の業務改善に可能
性を見出し、2015年よりHubSpotの
パートナーとなる。2018年10月には株
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式会社アイレップと資本提携し、活動
を加速中。早稲田大学社会科学部卒
業。著書に『ベテラン営業マンと若手
Web担当者がコンビを組んだら』（徳
間書店）がある。

瀬下 大輔（せした だいすけ）
東京大学大学院 教育学研究科  学校
教育高度化専攻。教育内容開発コー
ス(数学教育 ) 修士課程修了。教育学
修士。ウェブ解析士協会「ウェブ解
析と統計講座」講師、Growth Hack 
Academy「ウェブ解析×データ解析講
座」講師、よみうりカルチャースクール
講師。その他、法人向け数学・統計学
研修など実績多数。
info@sugakubunka.com

仙田 利夫（せんだ としお）
株式会社文泉堂
上級ウェブ解析士
専門職を雇用しにくい中小企業向け
に、働き方改革に対応したオフィスづ
くり、オフィスのセキュリティ運用代
行、サーバーの運用代行、ウェブサ
イトの運用代行、ウェブ広告の運用代
行、社内ネットワークの運用代行、デ
ジタルサイネージの運用代行、企業危
機管理のコンサルティング、個人情報
保護のコンサルティングを島根県松
江市を拠点に行っています。私ども
は、お客さまの会社経営にお役に立つ
こと、お客さまから長いお付き合いを
いただくことを最高の評価と肝に銘
じて、お手伝いをさせていただいてお
ります。
senda@bunsendo.jp

田実 日出翁（たじつ ひでお）
ウェブ解析士マスター
ウェブアクセル合同会社代表
総合広告代理店にて1996年よりイン
ターネット広告やウェブサイトの企画
に携わる。2017年9月より現職。得意
分野は、デジタルとマスメディアを
組み合わせたプロモーションの立案、
データ解析、コンテンツマーケティン
グなど。企業研修を中心にウェブ解
析士認定講座やデジタルリテラシー
向上に関する講座を開催。2011年、日

本アドバタイザーズ協会主催「消費者
のためになった広告コンクール」Web
部門金賞受賞。日本広告学会会員。
tajitsu@webaccele.net

田村 憲孝（たむら のりたか）
ソーシャルメディアコンサルタント・
ソーシャルメディアマネジメント研究
会代表
企業や地方自治体を対象に、Twitter・
Facebook・Instagramなどソーシャル
メディアの社内運用者研修・コンサル
ティング・運用代行・広告出稿などを
行う。不動産営業職を経て2010年よ
り現職。著書に『はじめてのソーシャ
ルメディア入門』（秀和システム）、
『Facebook・Instagram・Twitter広告成
功のための実践テクニック』（ソシム）
など。
http://www.onikohshi.com/
https://twitter.com/onikohshi
tamura@webtiger.jp

寺岡 幸二（てらおか こうじ）
ウェブ解析士マスター
1974年、福島県いわき市生まれ。2004
年よりデジタルマーケティング関連
業務に従事。事業会社にて通販サイ
トや転職サイトの企画・運営、広告
会社にてマーケティングを主軸とし
たウェブプロデュース業務に携わる。
また、同社でデジタルマーケティング
事業部の立ち上げから分社化に伴う
経営全般等も経験。2011年よりデジタ
ルマーケティングに関する講師活動
を開始。WACAウェブ解析士認定講座
における、企業研修も含めた初級・上
級・マスター講座の講師実績を持つ。
WACA元理事。
info@wplng.com

中川 太（なかがわ ふとし）
ウェブ解析士マスター
デジタルマーケティングのサービス
提供を主業務とし、メディア構築、広
告、CRM、などの広告代理店的な業
務全般を提供しています。分析、プラ
ンニング、ディレクションなどの他、
サービス開発も行います。また、VR/
AR/IoT/AI/Robotなどのフィジタルコ

ンテンツをマーケテイング活用する
ためのデータプラットフォーム事業
にも取り組んでいます。
SimilarWeb公式ブログ（アクセス解
析、競合分析）
https://www.similar-web.jp/blog/
archives/author/nakagawa
フィジタルマーケティングマガジン
「drop」

https://magazine.drop-phygital.
com/

中島 嘉一（なかじま かいち）
株式会社レクサー 代表取締役
愛媛大学情報工学科卒業後、船井電機
株式会社入社。同社中国拠点にて製
造部顧問として勤務。中国語も堪能。
同社を退職後、上海にて起業し、ウェ
ブ制作やウェブマーケティングに従
事。2016年、株式会社レクサーを設
立。百度（バイドゥ）の日本法人など
のパートナーとして、また中国10年以
上の経験を活かして特殊なウェブ環
境にある中国向けのソリューションを
提供。
kn@lxr.co.jp

林 邦彦（はやし くにひこ）
ウェブ解析士マスター
SCSKサービスウェア株式会社
マーケティング、デジタルサービスの
部門でウェブサイト運用やデータ分
析、サービス企画に従事。デジタル
チャネルを活用した最適なコミュニ
ケーション作りに尽力中。
kunihiko.hayashi@scskserviceware.
co.jp

平岡 謙一（ひらおか けんいち）
株式会社アクシス 取締役COO
同志社大学卒業後、メーカーにて海
外新興市場の開拓に9年間従事。在職
中にインターネットの可能性を感じて
独立、インターネット集客代行会社を
設立。2012年11月より現職。自社運
営のECサイトや自社経営の飲食店集
客で売るための仕組みを研究。培っ
た技術を『お客様の売上を最大化する
インターネット技術に特化した専門
家集団』として提供している。著書に



449改訂第10版

『プロが教える実践テクニック Yahoo!
アクセス解析マスターガイド』（共著・ 
ソーテック社）がある。
https://www.axis-corp.com/

皆川 孝弘（みながわ たかひろ）
上級ウェブ解析士
株式会社ラディカルサポート
2年間2,000件以上の広告・販促物の
制作実績と、幼少からの販売・接客経
験を活かして、顧客の購買心理を深
く理解している制作者として2005年
に独立。「売上アップに繋がるホーム
ページを武器に多数のNo.1を創り出
す」をモットーに、中小企業の集客支
援を行っている。また、商工会議所な
どでのセミナー活動も行っておりウェ
ブマーケティングに関する内容で多
数登壇。2018年2月には、3冊目とな
る著書『スモールビジネスのための
Googleアナリティクス完全ガイド』
（ソシム）が刊行された。

https://www.radical-support.jp/
minagawa@radical-support.jp

宗像 淳（むなかた すなお）
株式会社イノーバ 代表取締役社長
CEO
福島県立安積高校、東京大学文学部卒
業。ペンシルバニア大学ウォートン
校MBA（マーケティング専攻）。1998
年に富士通に入社、北米ビジネスにお
けるオペレーション構築や価格戦略、
子会社の経営管理等の広汎な業務を
経験。MBA留学後、インターネット
ビジネスを手がけたいという思いか
ら転職し、楽天で物流事業立ち上げ、
ネクスパス（現トーチライト）で、ソー
シャルメデイアマーケティング立ち
上げを担当。ネクスパスでは、事業開
発部長として米国のベンチャー企業
との提携をまとめた。2011年6月にコ
ンテンツマーケティング支援の株式
会社イノーバを設立、代表取締役に就
任。著作として、『商品を売るな コン
テンツマーケティングで「見つけても
らう」仕組みをつくる』（日経BP社）、
『いちばんやさしいコンテンツマーケ
ティングの教本 人気講師が教える宣
伝せずに売れる仕組み作り』（インプ

レス）がある。
https://innova-jp.com/company/

矢部 貴也（やべ たかや）
ウェブ解析士マスター
株式会社シーオーメディカル 取締役
大手広告代理店にて数多くのサイト
のメインコンサルを経験し、その後
DeNAでコンテンツメディアのグロー
スハックを実施。現在は、株式会社
シーオーメディカルにて技術本部を
立ち上げ、多岐にわたるサイトのSEO
コンサルティングを実施しています。
yabe@co-medical.jp

山崎 葉子（やまざき ようこ）
ウェブ解析士マスター
静岡県出身。2012年より解析ツール
ベンダーにて自社製品のマーケティ
ングを担当し、アクセス解析の面白さ
に目覚める。2016年ウェブ解析士マス
ター取得。2017年より現職にてスマー
トフォンアプリのマーケティング・プ
ランニングに取り組み、ユーザー行
動解析にハマりつつある。ついでに
SQLが書けるようになった。

山本 頼和（やまもと よりかず）
株式会社二天紀 代表取締役
2001年コンサルタントを志し、コン
サルティング業界に飛び込む。当時
はEC事業のコンサルティングではな
く導入期、成長期、成熟期、安定期
で20業種以上の実店舗でのコンサル
ティングの経験を積む。現在までEC
事業のコンサルティングおよび経営
相談は1,000企業以上。事業規模は年
商1億円から年商800億円企業の上場
企業のEC事業と幅広い。「収益性」「安
定性」「永続性」を満たす事業支援を第
一に掲げる。
http://niten-ki.com/
renraku@niten-ki.com
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