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はじめに

はじめまして、ウェブ解析の世界へようこそ！
突然やれと言われて困っている方、なかなか上手くいかない方

色々な方がいらっしゃるかと思います。
そこでまずは、このガイドブックで得られる物や

方向性をご案内します。
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ごあいさつ

みなさんはじめまして。 
ガイドブック著者のOffice b-gone代表 中山陽平と申します。 
ガイドブックをダウンロードして頂きまして誠にありがとうございました。

今回は

　『「現場で使える」ウェブ解析入門』

という副題が示す通り、ビジネスという現場で、ウェブ解析・アクセス解析という
ものに初めて触れた、あるいは、まだ手をつけてみたばかりといった「初心者」
の方への入門書です。

私自身、元々デザイナーであり、そこから急にマーケティング部署に異動。正直、
大変苦労しました。

何をどうしたらいいのか、どうしたら前に進めるのか…試行錯誤の日々でした。

その時に何か初心者向けのいい本があれば…と感じながらも、時間もなく現場
でノウハウを積み重ねてきました。

効率は決して良くはなかったと思います。失敗も多々ありました。

そこで、同じような悩みを抱えている方へ少しでも助けとなればと、ノウハウをま
とめたのがこのガイドブックです。

基本的には会社と言ったビジネスの「現場」で使うことを想定しています。

ですがもちろん、趣味や個人的なブランディングのためにWEBサイトを作成して
いる方にも役に立つ内容にしました。

このガイドブックが何かの手助けになれば幸いです。

この本の内容

先に１点にお断りさせて下さい。

このガイドブックの内容は、体系だった理論書ではありません。また、O’Reillyの
CookBookのようなノウハウ集でもありません。

は
じ

め
に
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WEBのマーケティングに触れてから今に至るまでに私が得たノウハウを、実際
の業務の流れを想定してまとめたものです。

逆に、入門書にあるような理論的な内容や、様々なツールの使い方、用字用語・
歴史といった土台についてはあまり書いておりません。

ですので、きちんと学ぶ時間がある方、あるいは性格的に「基礎からきっちり固
めたい」という方にとっては、痒いところに手が届かない部分もあるかもしれま
せん。

そういった方は、まずそのような内容の書籍を探すことをお勧めします。

ですが、

現場で上手くいかず、様々なことで悩んでいる方• 

突然第一線に出されてどうして良いか分からない方• 

現実感のある情報・すぐ使える情報を求めている方• 

には、何かしらの刺激をプレゼントできるのではないかと思います。

この本の内容は良くも悪くも「経験則」

このガイドブックに載せている情報は全て、実地のトライアンドエラーから得ら
れた物です。

そのためセオリー通りではないこともあります。いわゆる「経験則」です。

経験則である以上、状況に合う合わないということが必ずあります。

他の書籍やブログの記事と内容が異なることもあります。

そんな時どの情報を取り、どれを捨てるか、その取捨選択は、あなたの感覚を信
じて下さい。絶対的に正しい情報なんてありません。

「ご自身で取捨選択すること」それ自体が重要です。

それは、自分で納得できない施策を打って、それで例え成功したとしても身にな
りませんし、次に繋がらないからです。
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むしろ、短期的には会社にとって損失があるかもしれませんし、報告で怒られて
しまうかもしれませんが、早め早めにトライをたくさんして、たくさん失敗をし
て、そして少し成功して、とトライを積み重ねましょう。

「自分で納得した上での施策による失敗」をした方が、その後得られる物は多い
です。

そういった観点で、ぜひともこのガイドブックから何かを吸い上げて頂ければ幸
いです。

では、早速始めていきたいと思いますので、最後までおつきあい下さい。

【著者略歴(2010/10現在)】 

中山 陽平 

デザイナーの両親に「絶対にデザイナーにはなるな」と戒め
られながらも血は争えず、19歳からいわゆる印刷物系のデ
ザイナーとして働き始める。

その中、盛り上がりつつあったWEBの需要に応えるべく、独
学でWEB制作を覚え、フリーランスとして活動。

その後、WEBディレクターやユーザーインターフェース設計
などをしながら数社を転 と々して、元々外注先であった現在
のコンサル会社に入社。デザイナー、SE、セールスを経て自
社マーケティング及び顧客へのコンサルティング業務をメイン
に業務を行っている。

Google Adwords Professional 及び Google Analytics 
Qualified Individual、色彩検定など所持。  

それ以外の情報

ここに載せている以外にもたくさんの記事をブログに掲載しています。是非こち
らもご覧下さい。

・犬似なWEBコンサルタントの仕事メモ - 7korobi8oki.com :  
  http://www.7korobi8oki.com/

http://www.7korobi8oki.com/
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・国内・海外情報から見える『企業のWEB活用法』 
  ITmedia オルタナティブ・ブログ 
  http://blogs.itmedia.co.jp/nakayama/

読みはじめるために必要なスキル

必要なスキルは特にありません。

ですが、インターネットを使ったことがない方は、先にWEBについての基本的な
知識を得ることをおすすめ致します。

フライパンを使ったことが無い人がフライパンを売ろうとするようなもので、不
可能ではありませんが効率がよくありません。

先にフライパンを使ってみてから、フライパンの使い方の本を読む方がトータ
ルでの時間は短くなりますよね。

また、分からないことはすぐに調べてみて下さい。

誰もが最初は初心者ですので、最初から何もかも分かっている必要はありませ
ん。

ですが、分からないことは調べて吸収していこうという方でないと、日進月歩の
WEBの世界ではなかなか上手くいかないものです。

特にWEBマーケティングは非常に進化の速度が速いです。それだけ必要とされ
ているからなおさらです。

ぜひ、このガイドブックの中で分からない単語がありましたらすぐに検索し、そ
の場で覚えてしまって下さいね。

きっと、より新しい情報・役に立つ情報が得られるかと思います。

どんなスキルを手に入れたいか意識してみて下さい

どんな勉強でも、目標がなければなかなか前に進めませんし、進む方向もブレ
がちです。

会社の現場であれば、上司と相談してスキル目標を設定するのがいいかと思い
ます。

は
じ

め
に

http://blogs.itmedia.co.jp/nakayama/
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そして、その次はその目標を実現するために「できなくてはならないこと」を想像
してみて下さい。

WEBサイト上で月に2回のキャンペーンを告知して、来場者数を2倍にしたいな
ら、「WEBページを思い通りに作成できる技術」と、「アクセス解析の導入と見方」
はまず覚えなくてはいけません。

また、そのキャンペーンの詳細が決まるのが2日前なら、「テスト含めて1日程度
でそれを完了するスピード」が必要ですよね。

あるいは、来場者の方にモバイルサイトとメールマガジンを案内して、定期的に
フォローしていくなら、「モバイルの知識やチラシなどのダイレクトマーケティン
グ媒体との連携の仕方」、そもそもの「メールマガジンの発行と運用」も覚える必
要があります。

そのように、目標を達成するために何が必要なのかな？ということを、逆算して
可能な範囲で考えて下さい。

 
いわゆる会社人ではない場合は？

会社ではなく個人事業主である場合、もしくはサイドビジネス寄りの場合は、仮
想的に会社的ビジネスを想定するよりも、素直に今の状況下でモチベーション
が上がる物にすることをお勧めします。

例えば「純利益として、今住んでいる家の家賃 or 住宅ローン額が手に入るサイト
を自分1人の力で作り出すことができる」ですとか。

ちなみにこの「家賃をひねり出す」これはかなりのハードルです。広く考えれば

マーケティングとセールスの知識（SEM・SEOなども含む）• 

WEBサイトを作成するHTMLやCSS、JavaScriptなどの知識• 

設置するサーバやドメイン、DNS、場合によってはプログラムの知識• 

リスティング広告などの広告の知識• 

経理の知識• 

などが必要です。

どちらにしても「よく分からないなぁ…」「大変だなぁ…」と思われるかもしれませ
んが、必要なスキルをゆっくりでも網羅しようという気持ちでトライしてみて下さ
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い。

きっと、今までとは違う楽しい世界が見えてくると思いますよ。

想定しているメインの読者像

ところで、ここからは最も大変な状況であろう「なんだか分からないけれど突然
WEB解析をしろと、WEB担当者だぞと言われた」という方々をメインに据えて進
めていきます。

すでにある程度知識があったり、チームがあったりと、もっと異なる環境にいる
方には冗長な部分もあるかと思いますので、そこは適度に読み飛ばして下さい。

もちろん、全く違った環境の方でも全く問題はありません。あくまでメインがどこ
かというお話です。

お気軽に読み進んで、良いとこ取りしていただければ幸いです。

おことわり

このテキストは2010年10月時点に書かれた物です。

そのため、リンク切れや記述の不整合、ツールの仕様変更などの可能性があり
ます。ご了承下さい。また、気づかれましたらメールなどでご一報頂ければあり
がたいです。

中山陽平
犬似なWEBコンサルタントの仕事メモ - 7korobi8oki.com :  

  http://www.7korobi8oki.com/

国内・海外情報から見える『企業のWEB活用法』 
  ITmedia オルタナティブ・ブログ 

  http://blogs.itmedia.co.jp/nakayama/

は
じ

め
に

http://www.7korobi8oki.com/ 
http://blogs.itmedia.co.jp/nakayama/ 


解析の第一歩

ようやく、ウェブ解析にスタート地点に立ちます
よしそれならアクセス解析だ！マウストラッキングだ！

ちょっとお待ちください。
その前にきちんとしておかなければいけないことが

あるんです。
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まずは現状把握

さぁ、それでは早速始めていきましょう！

…と言いたいところですが、はてどこから始めればいいのでしょうか。

任命されたはいいものの、何をまずどうすればいいのか、見当も付かないことも
多いかと思います。

また、言われたことをとりあえずやっているけど何のためにやっているのか分か
らないという事もあるかと思います。

どんな業務でも、まずは自分の仕事の位置づけを理解しないと始まりません。

その第一歩としては、技術的なHTMLうんぬんはともかくとして、会社としての自
分の立ち位置を把握するのが先決です。

具体的には、

「なぜあなたはウェブの解析をしなくてはならなくなったのか」

を把握することが必要です。

ウェブ解析、それに付随するSEOやSEM、各種広告への出稿など、それは全て何
かの目的を達成するための「手段」でしかありません。

WEBサイトの解析をすることが「目的」なのではなく、それを使って何かの目標
を達成することが「目的」です。

そこには何か目的があるはずです。

例え出発点が「みんなが持っているからそろそろ」であっても、その中で期待して
いる効果があるはずです。

「WEBサイトがあれば自然と検索してきてくれて問合せが増える」「会社への信
頼度が増す」などなど…

本来的にはWEBサイトは、他のチャンネルと並列の、ただの一つのお客さまとの
チャンネルでしかありません。

それを使って何がしたいのか、まずそれをはっきりさせていきましょう。



『ウェブ解析入門』  Page 1�  Page 1� 

関係者を把握する

あなたがこれからどうしていけばいいのか、それを把握するためのキーはまず
何よりも「人」です。

まずは任命してきた人物に確認を取りましょう。そこで解決しなければどんどん
上に上に確認していきましょう。そこで大きな経営という枠組みでの要望が把握
できます。

また、副次的に誰が最終決定者であるかなどの社内の関係図も頭に入ります。

続いて、実務的な「人」の関係です。

WEBサイトに利害関係のある人を把握していきましょう。

例えばお茶の小売店をやっているんでしたら

店舗の売場責任者• 

仕入の担当者、責任者• 

は確実に関係してくると思いますし、それ以外にも採用担当者や契約農家も関
わってくるかもしれません。

追いかけすぎるときりがないので、スケッチで関係図を書いてA4の紙半分に収
まる程度で良いかと思います。

続いて、あぶり出した利害関係者と直接話をします。

内容は「これからWEBサイトを担当することになりました～」という挨拶だけで
も構いません。

特に従業員数が多い企業だと、社内で新たにWEBに関するプロジェクトが進ん
でいることを知らない人が少なからずいますので、認知してもらうことがとても
大事です。

また、この時にあまり好ましくない反応を返す人がいたら、その人は特に頭の中
にキープしておきましょう。

特に、単純にWEBサイトそのものインターネット・そのものにアレルギーがある
人がいた場合、そこがネックになって施策が頓挫する可能性があります。

こういう方の反対は気づくのが後になればなるほど響いてきます。

解
析

の
第

一
歩
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最初から説得に入る必要はありませんし、難しいと思います。

た だ、折 に触 れて世 間 話をしておくだ けでも、後々違ってくるんで すね 。 
そういった関係性を作ることと、また、勢力図などを頭に入れることも重要です。 

重要なキーマンをあぶり出す

 
続いて、その中から重要人物「キーマン」を探します。

大概にしてキーマンは2種類いて、一つは上司のような「最終意志決定者」、もう
一つはご意見番のような「権威・影響力のある人」です。

ここで

「誰と誰と誰に確認を取り、認識あわせをするべきで、誰の承認が下りれば動い
てOKで、誰の動きに注目する必要がある」

ということを、把握します。動き回る土台を作るということですね。

キーマンに聞かずに、他の人だけの意見で決めてしまったりすると「そういうつ
もりでやろうとしたんじゃないんだけどな…」「あれ、こういうことをするつもりじ
ゃなかったの？」という事態が起きがちです。

また、キーマンは役職の高い人とイコールではありません。「ご意見番」といった
人がいるものです。

 
現場のキーマンに目的を確認する

 
次はそのキーマンを中心にして、現場レベルの目的の探索に入ります。

上からの経営戦略とは別に現場での要望を聞きます。

なぜ改まって現場の声を入れないといけないか疑問に思う方もいるかと思いま
すが、実際に色々な情報を提供してもらえたり、実際に手伝ってくれたりするの
は現場の人だからです。

現場の人と遊離して上の顔色ばかりうかがっていくと、昇進はもしかしたら早い
かもしれませんが、現場で助けてくれる人がいなくなってしまいます。

両方のバランスを取りながら、良いところを取っていくという気持ちが良いと思

解
析

の
第

一
歩
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います。

 
今までの運営の歴史を調べて先手を打つ

 
あなたの会社は、今までにWEBサイトを運営していたことがあるでしょうか。

意外に、色々な人にヒアリングしていると「そういえば昔誰かが作ってたような
気がするなぁ」「なんか忙しくなってやめちゃったみたいだけど」といったことが
少なくありません。

今までにそのような運営実績が少しでもある場合は、何らかの有意義なデータ
や情報が見つかることがありますので押えておきたいですよね。

そして何より知りたいのは、一時中断・ストップしていた理由です。

例えば「内部で反発があった」「忙しくなって更新がままならなくなったので、閉
鎖してしまった…」など

以前に起こったことは、今回も起こる可能性が非常に高いです。

WEBサイトは継続的に運用していくことが当たり前です。

ユーザは「ホームページはいつでもそこにあるもの」と思っていますので、突然
無くなってしまうと、かなりのネガティブイメージを与えます。

とにかく継続することが大事です。ですので、以前に挫折する要因があったなら、
それを先に把握しておき、できるだけその要素を打ち消すことができるような運
用形態を考えていかないといけません。

例えば「HTMLがよく分からなくて更新がままならず、デザインも素人くさくて恥
ずかしくなって、やめてしまった」なら、HTMLを知らない人でも更新できるブロ
グ形式やCMS（Contents Management System）の導入を考えるべきでしょう。

また、「維持費ばかりかかって結局ビジネスに結びつかず、ストップを命じられ
た」なら、まずはランニングコストを少なくできるような形で初めることが必要で
しょう。

もし先人の残した物があるのでしたら、是非それを受け継いで下さい。それが先
人の方のせめてもの慰めにもなるのではと思いますので…。

また、アクセス解析を行っていたなら、見てみて下さい。アクセスが少量でもあ
れば、ずっとこれからの運営が楽になります。特にSEOなどで。

解
析

の
第

一
歩
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指標を確認・決定する

また、ここでとても大事なのは「定量的に善し悪しが分かる指標を立てて、その
数値によって○×の判断ができるようにする」ことです。

先ほど立てた目標の達成率はどれくらいなのか、それが分かる指標を立てます。

例えば

メールマガジンの登録数• 

WEBサイト経由の電話問合せの数（番号を別にして計測）• 

資料請求の数• 

顧客単価• 

などです。

定量的に数値が出ることが大事なんですね。

なんとなく「最近お客さんがホームページを見たと言ってくれるようになった気
がする」といった定性的な物を評価基準にしてはいけません。印象次第でなんと
でもなってしまうからです。

あくまで、残酷にも数値に出てしまう物にしましょう。

当然、上司へのレポートはこの指標の変化がメインになるはずです。

 
解析ツールを確認する

 
続いて、これは前段を受けての内容ですが、今まで使っていたアクセス解析があ
るならその数値を把握して下さい。

ただ、それを使い続ける必要はありません。運用が昔なら、古いタイプのアクセ
ス解析ツールを使っていて、機能が弱い場合が少なくありません。

それほど使っていなかったなら、新しい物に乗り換えることをお勧めします。

今なら「Google Analytics」一択です。

　▼Google Analytics | 公式ウェブサイト 
　　 http://www.google.com/intl/ja/analytics/

解
析

の
第

一
歩
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理由としては

何より無料• 

Googleという大企業が運営しているので安定している• 

ネット上、書籍ともに情報が充実している• 

ソフトのインストールが必要ない• 

いつでも誰でも見ることができる。権限設定もできる。• 

などがあります。

機能も折り紙付きです。

以前は「Urchin」という名前で数十万の価格を付けて販売されていた物なので、
使いこなすのが大変なくらいです。

 
とりあえず始めてみよう

 
ここまでで、利害関係者とキーマンの把握、サイトの目的の把握と指標の建て
方、そして今までのWEBサイトの変遷を把握について述べてきました。

これで、新たにウェブ解析を行い改善活動をしていくスタート地点に立ったと言
えます。

ところで、実際にウェブの活用をしながら見えてくる物もたくさんありますので、
最初から完璧に動き回る必要はありません。

決まらないで前に進まないくらいなら、20点くらいでいいのでまずは初めてみ
て下さい。何もしなければずっと0点です。

とにかくはじめてみて下さい。一番大事なのは実地のノウハウの蓄積で、それが
いつか会社の知的資産として、差別化ポイントになるんです。

表向きの営業戦術は真似できても、それを実現するためのシステムや仕組み、
そしてそれを支える知的財産は真似できません。
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問題点の発見

ウェブ解析を行って、サイトの問題点を発見、改善する。
この繰り返しの積み重ねがいつか実を結びます。

WEB改善に近道はありません。
王道をただ黙 と々進んでゆくのみです。

思い通りに動かない数字とにらめっこをしながら…
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現在の状況を確認する

ウェブ解析の基本はWEBサイトです。ですので、まずは現状のWEBサイトの状況
を確認します。すでに運用実績がある場合はまずそれを見ます。

アクセス解析を見て、大ざっぱにアクセス者の動きを見ます。指標も見ます。

先ほど立てた目標に対して、現状のサイトがどのくらい上手くいっているかを見
てみましょう。まだ良く分からない部分があるかと思いますので、分かる範囲でと
りあえず数字を見て考えてみるくらいの気持ちから初めて見て下さい。

※新規でこれからサイトを作ろうという場合は、その指標が上がるよ
うに考えながらまず作り、その結果を見て、というステップが先に
来ますが、今回はそこは省略します。いずれ、新規サイト立ち上げ
編で書いていこうと思います。

ウェブ解析を新しく始めようとしている会社なら、放置されているはずなので、
指標は恐らくかなり悪いはずです。

そこで、それをどう改善するか？を考えなくてはいけません。

改善したい部分をドリルダウンする（掘り下げる）

改善したい指標を決めたらその指標について、もっと掘り下げます。具体的には
ステップ分けするのが最も簡単です。

例えば「フォーム経由問い合わせの数」を上昇させることを第一の目的にした場
合、まずはフォームから問合せを至るまでのアクセス者の動きを分割します。

お客さんの動きを想像して下さい。例えばこんな流れではないでしょうか。

パソコンの前に座る（携帯を出してネットに接続する）1. 

検索エンジンで特定のキーワードで検索する2. 

たくさん出たサイトの中で、いくつかめぼしい物をクリックしていく。3. 

その中で御社のWEBサイトもクリックされて、閲覧される4. 

閲覧し、他のサイトと比較されながら検討する5. 

問
題

点
の

発
見
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結論としてあなたのサイトが良いと思う6. 

問い合わせフォームを探す7. 

問い合わせフォームを見つける8. 

問い合わせフォームを見て、フォームに入力する9. 

送信ボタンを押す10. 

「問合せフォーム」から問合せるまでに、ユーザはこんなにたくさんのフローを
通過してたどり着いているんですね。

ステップ数ですがひとまず10にしました。ただ、この数字は成行きです。増やせ
れば増やせるほどいいですね。

それだけ狙っているお客さんの行動を想像できていると言うことだからです。

全然浮かばない！という場合は、WEB解析をする以前の問題ですので既存顧客
を観察するなり、誰かにインタビューをするなりでイメージを持ちましょう。

そして、話は戻りますが一般的にはこのステップを踏んでいくにつれ、どんどん
脱落する人が出てきます。

例えば、

あなたのサイトが検索結果に出てこなかった（０の段階で脱落）• 

他のサイトと比較されて落とされてしまう（４の段階で脱落）• 

問い合わせフォームを見つけることができなかった（6の段階で• 
脱落）

送信ボタンと間違えてリセットボタンを押してしまい、面倒くさく• 
なってやめてしまった（10の段階で脱落）

などが考えられます。

アクセス解析で洗い出し

途中で脱落せず、0の人が全て10までいくのが理想なのですが、さすがにそれは
厳しいです。
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途中途中の脱落者をなるべく少なくするという方向で考えてみて下さい。

まず手を付けるべきは、その中でも最も脱落者を出しているフローの部分から
です。ここを割り出さなくてはなりません。

前提として「アクセス解析ツール」の基本的な使い方は先に覚えておかなければ
いけません。

「アクセス解析ツール」の使い方は、大きくは「用語の意味を知る」「ツールの使
い方を知る」の2種類に分かれます。

ここから先はアクセス解析上の用語もポンポンでてきますので、まだの方は、書
籍などを見てまずざざっと覚えてしまうと早いです。

用語は20～30程度ですし、直感的に分かりやすいものがほとんどですので、随
時調べるより先にまとめて覚えてしまうことをお勧めします。

さて、先ほどの流れを思い返します。

パソコンの前に座る（携帯を出してネットに接続する）1. 

検索エンジンで特定のキーワードで検索する2. 

たくさん出たサイトの中で、いくつかめぼしい物をクリックしていく。3. 

その中で御社のWEBサイトもクリックされて、閲覧される4. 

閲覧し、他のサイトと比較されながら検討する5. 

結論としてあなたのサイトが良いと思う6. 

問い合わせフォームを探す7. 

問い合わせフォームを見つける8. 

問い合わせフォームを見て、フォームに入力する9. 

送信ボタンを押す10. 

これを一つ一つ計測・評価していくにはどうしたらいいでしょうか。

ここから、それぞれのステップごとに、その概要と計測方法についてまとめてい
きます。

問
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パソコンを使う人にインターネットで検索をしてもらう（1→2）

これはさすがにどうしようもありません。パソコンの電源を入れた人が、デジカ
メの印刷だけではなくちょっと気まぐれに検索エンジンから検索をしてくれるこ
とを祈るだけです。

強いていえば…祈りましょう(^-^;

ただ、0→1→2→3と一気に進むことを促進させる方法はあります。

マス広告をうったり、TVで扱われたりするなど、ユーザの方から指名で探しに来
る場合です。

その場合、非ネット（リアル）でのマーケティングや、口コミ経由・紹介などソーシ
ャルな集客が主役になります。

とは言えウェブ解析とは少しずれた話になるので、今回はこちらの話は除外しま
す。

 
検索結果の中で自社サイトを選んでもらう（２→３→４）

これが、いわゆる「SEO」や「SEM」の世界です。

狙ったキーワードで上位表示され、検索結果に出ている文章を魅力的にし、サイ
トに来てもらえるようにすることですね。

もう少し細かく分けますと、

自然検索（いわゆる普通の検索）であれば

自分のサービスを買ってくれそうな見込み客が検索しそうなキ1. 
ーワードを考える

そのキーワードの検索結果で上位表示できるように、内部外部2. 
様々な施策をうつ

それと並行して、表示された時にクリックしてもらえるようにTitle3. 
やDescriptionをニーズにあった魅力的な物にしておく

OvertureやAdwordsといったキーワードマッチ型PPC広告も同じで

自分のサービスを買ってくれそうな実顧客が検索しそうなキーワード1. 
で出稿し

問
題

点
の

発
見



『ウェブ解析入門』  Page ��  Page �� 

クリックしてもらいやすいキャッチコピーを考え2. 

クリックした先のページでさらにメッセージを伝えていく3. 

という流れです。

ここが上手くいっているかどうかの計測は、「CTR」という指標で行います。

CTRは「Click Through Rate（クリックスルーレート）」または「クリック率」を表し、

  「そのキーワードでの実際のアクセス数 ÷ 月間のキーワード検索数」

で計算します。前者はアクセス解析から、後者はGoogleのキーワードツールや
Yahoo!のキーワードアドバイスツールなどで得ることができます。

▼Googleキーワードツール 
http://adwords.google.co.jp/o/Targeting/Explorer?__
u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWO
RD_IDEAS

※というところで、「おや？CTRはインプレッション数で割るのでは？」と思った
方、正解です。一般的にはCTRはインプレッション数（表示回数）で割りますが、
これは明確に表示回数が分かるキーワード広告の場合です。

今回は一般的な検索（自然検索、オーガニック検索）からの流入率を求めたい
ので、あえて月間キーワード検索数で割ります。

また、GRCという検索順位チェックツールを使えば、SWCという同じ会社のアク
セス解析と連動させることで、

CTRの計算が楽に（自動的に計算はしてくれませんが…）• 

あるキーワードからの流入数の変化の把握が楽• 

になります。有料ですがこちらもお勧めです。

▼検索順位チェックツールGRC 
http://seopro.jp/grc/

シンプルな例

例を一つあげます。

例えば、先月1ヶ月のあるキーワードからの流入数が「100VISIT」だったとして、そ

問
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のキーワードの検索数が「4800件/月」だったとします。

そうするとCTRは  100 ÷ 4800 = 2.08%  になります。

パーソナライズド検索やクライアントの環境の違い、キーワードツールの数字の
正確性で、数字はこの通りにはならないので、あくまで相対指標として捉えて下
さい。

これが高いか低いかですが、参考資料として以前にAOLが外部に流出させてし
まった自社計測データを転記します。

2006年のデータですのでご注意下さい。

当時と今とでは検索エンジンの検索結果表示画面がかなり違います。

順位 CTR（クリック率）
1位 22.7%
2位 6.40%
3位 4.53%
4位 3.20%
5位 2.61%
6位 2.14%
7位 1.81%
8位 1.60%
9位 1.51%

10位 1.59%

今はユニバーサル検索が進んでいますので、地図やショッピングモールの結果
なども検索結果に出てきていますよね。そのため確実に数字は変わっています。

ですので、あくまで参考値として捉えて下さい。

ここからかけ離れて悪い数字なら、改善の余地有り、あまりに良いようでしたら、
市場規模をもっと大きくしてしまっても良いかもしれません。機会損失をしてい
る可能性があります。

この辺りは改めてキーワード広告などと一緒に書いていこうかと思います。

まとめると、ここを改善するために重要なのは、簡単には「上位表示されること」と
「クリックしてもらえるような魅力的なタイトルを付ける」事に尽きます。

上位表示させるためには、自分の見込み客がいそうなキーワードで、なるべく競
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合が弱いところを探し、リンクの獲得やページ数増加などSEOの策をたくさんう
つこと。

そして、検索結果に表示される文言を、そのキーワードを入れた人の気持ちにな
って魅力的なモノにすること。

このあたりをもっと詳しく知りたい方は、SEOやSEMの専門書を読んでみて下さ
い。良書がたくさんあります。

SEOやSEMは情報の鮮度がとても大事なので、なるべく新しい情報かつ、あおる
ようなタイトルではないものが良いかと思います。（SEOで10倍儲かる！みたい
なものはNGです）

また、SEOについてはブログがたくさんあります。これも鮮度の面で特にお勧め
です。

SEOやSEMについてはそれだけで本が何冊も書けてしまうような物なのでここ
では割愛します。

 
他のサイトと比較される（4→5→6）

閲覧し、他のサイトと比較されながらお客さんが検討している段階です。ここの
計測は、実はかなり困難です。

なぜなら、自分のサイトであればお客さんの動きをアクセス解析から得ることが
できますが、他社のサイトでの動きは分からないからです。

競合他社のアクセス状況を見ることはできませんし、以前にどこのページに行っ
たかというような情報を得ることはインターネット上では基本的にできません。（
できたらプライバシー上大変ですよね）

ですので、ここは「ユーザの気持ちになる」“ユーザテスト”の出番です。

「ユーザテスト」によって、アクセス解析では拾えない気づきを得ることができ
ます。

ただ、これは数値に表れるものではないので、定量的なものには繋がりません。
ユーザテストについては後ほど改めてご紹介します。

ただ、アクセス解析の数字だけでも、自社の製品やサービスの魅力がきちんと
見込み客に伝わっているかどうかは、ある程度類推することができます。

例えば
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「サービスのウリが書いてあるページ（最も読んで欲しいペ
ージ）」÷「全体のアクセス数」

が低ければ、読んで欲しいページにもっと来てもらえるように、サイト内のナビ
ゲーションを変えるべきですよね。

あるいは

「サービスのウリが書いてあるページ」の平均滞在時間

が短ければ、あまり読んでもらえていない可能性が高いです。

ただ、これは逆に、さっと読めば内容がすぐに頭が入って他のサイトの情報も見
に行った、とも考えられますので長ければ長いほど良いわけではありません。

また、

「サービスのウリが書いてあるページ」の離脱率

も重要です。

離脱率とは、このページを最後にしてサイトを去ってしまった（アクセス解析的に
言えば、これ以降のアクセスログが無い）状態です。

これが高ければ、興味を持ってもらえなかった可能性が高いです。平均滞在時
間が短ければなおさらです。

ただこれも、分かりやすくてすぐに理解してもらえ、去っていったというパターン
も少なからずあるので、盲信は禁物です。

このあたりがWEB解析におけるテクニカル分析の難しいところです。

ただ、

「ランディングページ」の直帰率

は、ある程度素直に見ることができます。

ランディングページとは「あなたのサイトにアクセス者が来た時、最初に見たペ
ージ」のことです。

自然検索ならほとんどがトップページ、キーワード広告の場合はその際に設定し
たページになるはずです。
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そして「直帰率」とは、そのページを見ただけで、他に何も見ることなく去ってしま
ったアクセス者の割合です。

これが高いと言うことは、検索エンジンの検索結果からやってきた人が、表示さ
れたあなたのサイトを見て

「思っていた内容と違う、あるいはよく分からない」と感じ、すぐに去ってしまって
しまった割合が高いと言うことです。

通常ランディングページだけでアクセス者が求める全ての情報が手に入ること
はないので、「直帰率が高い＝良くない」と考えていいでしょう。

一般的にトップページの直帰率は50％程度にはなってしまうと言われています。
これが80%～90%の場合は要注意ですね。

見込み客をストレス無く目的地まで持って行く（6→10）

6．結論としてあなたのサイトが良いと思う

7．問い合わせフォームを探す（電話の場合なら電話）

8．問い合わせフォーム（電話番号）を見つける

9．問い合わせフォームを見て、フォームに入力する（電話する）

10．送信ボタンを押す

という段階です。

細分化しましたが、まとめると問合せの最終段階の話です。

ここでのアクセスユーザの心理としては

「よし、ここの会社に頼もうかな、さてさてどこから問い合わせてみれ
ば良いんだろう…」

であったり

「ここにしようと思うけれど、稟議を通したいから資料がいるな…資
料請求やまとまっているページはどこだろう」

といった状態になっていることが多いようです。
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そして最終的に目的とするページを見つけることができれば、そのまま問合せ
を完了してくれます。

ですが、ここで脱落する人もかなり多いんですね。

実際に「絶対ここにしよう！」とまで思っている人はそこまで多くありません。

大概が「色々比べてみたけどここが良さそうだから、とりあえず問い合わせよう」
くらいの気持ちです。

ですので、

問い合わせフォームの場所が分からない• 

問い合わせの電話番号が分からない、ないしそもそも無い• 

フォームの項目が多すぎて入れるのが大変• 

電話に出てくれる人も、対応時間も、営業日も何も書いていな• 
いので、電話することにためらいを覚える

などの不安が発生しますと、ユーザは逃げてしまいます。

その結果、他の「サービスはちょっと御社より劣るけど、問い合わせしやすいとこ
ろ」にお客を取られてしまうことがあります。

少し話がそれますが、通販サイトで重要なのは、「商品をかごに入れて
もらうこと」よりも「そのかごに入れた商品をちゃんと決済してもらうこ
と」なんです。

ネットでの通販をしたことがある方はイメージがつきやすいと思います
が、カートに入れるのはどこもボタン一つで簡単ですよね。

しかし、その後購入手続きに入るといると、住所や支払い方法やとかな
り色々なことをしなければいけません。それは通販という性格上仕方な
いので、やめることはできないものです。

ですので、ここをいかにストレス無く分かりやすくするかがとても重要
で、通販業界では「カート放棄率」と呼ばれる重要な指標です。

実 際 に 商 品 は 入 れ た け れども決 済 まで 至らな かった 割 合 で あ
り、Amazonがワンクリック注文を始めたのも、これを低くするためです。

一般のサイトも、この最後の一押しがとても大事なんですね、同様に。

ただの問い合わせなのに、住所氏名年齢はてはアンケートまで入力必須にす
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る、そんな状態であればそのフォームの項目を最小限度にすることでかなり変
わるはずです。

計測としては2つの数字を押さえておきましょう。

仮に、問い合わせフォーム用のページがあったとすると

「サイト訪問者数（VISIT）」÷「問い合わせフォームのあるページの1. 
訪問者数」＝何人に1人が問い合わせフォームに来ているか

「問い合わせフォームのあるページの訪問者数」÷「実際の問い2. 
合わせ数」＝問い合わせフォームに来た人のうち実際にどれくらい
の人が問い合わせてくれたか

以上２点が最重要です。

最初の目標値としては前者は2％（50人に1人）できれば100人に1人、後者は
50%程度が良いかと思います。

その場合、仮に1日50visitのアクセスがあった場合、25営業日換算で

  50visit × 21day × 0.02 × 0.5 = 10.5 問合せ/月

という予測が立ちます。電話も加えればもう少し良い数字でしょうか。

今まで問合せ獲得にかかっていたコスト（DM経由やチラシ経由）と比較して、少
なくともそれを越える所までいければ、WEBサイトは胸を張って「存在価値があ
る」と言えるようになります。

ちなみに、電話に関しては計測が難しいです。ホームページ用の番号を一つ用
意して、それを問い合わせ数としてカウントできれば実現できます。

（Skypeで一つ番号を取って、それをHP用の問い合わせ番号にするのがお手頃
です）

余談ですが、連絡先を携帯電話にすることは避けましょう。信頼性の面と、携帯
電話の持つプライベート性が壁になります。

ただ、事務所を空ける時間が多いような方は転送設定をして携帯に回すした方
がいいですね。機会損失を防げます。

そして「サイト訪問者数（VISIT）」÷「実際の問い合わせ数」が、「CR（コンバージョ
ンレート）」と言われるものです。
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厳密に言うと「問い合わせ数のコンバージョンレート」です。サイト上で達成した
い目標に対しての割合ですね。

これを高めることがとても重要です。CRとアクセス数のかけ算がWEBサイトから
の反応を決めます。

その後

問い合わせの場合は、その後成約までのプロセスがあると思いますが、そこは
WEB特有のものというよりは今までの商売のやり方次第です。

WEBサイトは見込み客にアタッチしてきてもらうまでが仕事で、そこから後は通
常の営業プロセスを踏むくらいのイメージで良いかと思います。

裏を返すと、ネット上で申し込みをしてもらう所までやろうとすると、かなりハー
ドルが上がります。

特に物販はなおさらです。その場合はジャパネットたかたさんをはじめとする通
販番組のノウハウと、ネット通販サイトの研究が必要になります。

目の前に物がないのに、それを売る、これはかなり難易度が上がることはご承知
置き下さい。

最初のうちは見込み客集客ツールとして使うのが、成果を出していくためにも良
いかと思います。

評価

という形で、各プロセスごとの穴の大きさを調べていきます。

その結果として、まずここを改善しないといけない！というものと、その順番を決
めて下さい。

重要度が同じだなという時は、より上流の物からやっていくことをお勧めします。

いちばん最初のステップを10％改善するのと、最後のステップを10%改善する
のでは、前者の方がはるかに効果が高いですよね。かけ算の連続なので。
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ユーザテスト

定量的な数字では測ることのできない問題があります
そんな時役に立つのがユーザテスト

アナログな手段であるが故に、統計情報である
アクセス解析の弱点を補ってくれます。

アクセス解析とユーザテストは必ずセットで使いましょう
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ここまでは、アクセス解析という「定量的」な数字をベースにした内容でした。

ここからは、アクセス解析では分からないアナログな情報をベースにした内容
です。

基本的にウェブ解析は「定量的なデータ」と「定性的なデータ」の二つをMixして
行います。

どうしてもアクセス解析の数字という定量的なデータのみで判断しがちですが、
それだけでは分からないことがたくさんあります。

例えば先ほどの話で言えば

「滞在時間が短いのは、興味が無かったからか、それとも分かりやすか
ったからか」

これは、アクセス解析では分かりません。

これからご紹介するユーザテストは、そこを補完してくれる物ですので、ぜひ使
ってみて下さい。

ユーザテストとは？

一言でいえば「実際に使ってもらってそれを観察する」です。

やり方は様々にあり、やる内容も単純に後ろから見ているだけの物から、視線を
トラッキングするメガネを付けてもらって、どこをみていたかも把握するような
物もあります（アイ=トラッキング分析）。

ただ、最初から色々なことをしようとすると木を見て森を見ずになってしまいま
すので、まずは大ざっぱなところから始めていきましょう。

ユーザテストの流れ

ユーザテストは、一般的には以下のような流れで進めていきます。

テスター（実際にWEBサイトをテストする人）を探す1. 
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テスト環境を整える2. 

実際にテストを行う3. 

WEBサイトにフィードバックする4. 

 
テスターを探す

まずは、テスターになってくれる人を探します。

選ぶポイントは「狙っているターゲットユーザとなるべく共通点が多いかどうか」
です。

年代や性別によって、考えることや好みはがらりと変わります。特に性別はクリテ
ィカルですので、最低限性別はあわせましょう。

社内の人間でも全く問題ありませんが、商品知識がある人やサイトの構造を知
り尽くしている人は不適です。

テスト環境を整える

最初は「パーティションで区切ったスペースに一般的なパソコンを置き、それを
後ろから見てメモをする」で十分です。

記録しておきたかったり、あるいは後で共有したいと言うことでしたら、後ろから
適当な家庭用ビデオカメラで撮影すると良いかと思います。

特に特別な設備は必要ありません。気楽にやってみて下さい。

他の部署の人を自分のデスクに呼んでやってもらうくらいでもいいと思います
よ。

実際にテストを行う

ここでのポイントは二つです。それは

テスターに分かりやすい目標と状況設定をしてあげること• 

頭の中でつぶやいたことまで、口に出してもらうこと• 
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です。

テスターの方にただ「とりあえず使ってみて下さい」と言うだけでは、意味のある
結果は出てきません。

あくまで、WEBサイトにアクセスしてくる人の動向を知るためのテストなので、必
ず

「○○さんは、こういう家族構成の中のこういう立場の人で、大
体使えるお金はこれくらいあって、その中でこういう目的でサービ
スを探している。そしてその中でこのサイトにたどり着いた」

というような状況設定をします。

その方がテスターさんもやりやすいですし、意味のあるデータを得ることもでき
ます。

もう一つは

「頭の中でつぶやいたことを、口に出してもらう」

です。なぜなら、普通パソコンでネットを見ている人は無言だからです。

放っておくと無言でマウスとキーボードだけをいじっている風景を見ることにな
り、本当に知りたい「アクセス者の気持ち」を知ることができません。

そこで事前のお願いとしてこう言います。

「このサイトの悪いところをあぶりだしたいので、思いついたこ
とを文章にならなくてもいいので、全部口に出して下さい。もう、
ふーん、とか、よく分からない、とかそういうものも全部です」

これによって、アクセスしたユーザの気持ちが、格段に分かるようになります。

「えーと」「なるほどなるほど」「ん？」

こういった言葉があるのとないのとでは、得られる情報が全然違いますよね。

また、悪い点を指摘することには人間ためらいがありますので、

「この場にはWEBサイトを実際に作った人間は以内ので、ざっくばらんに」 
「10個以上悪い点を見つけてくれたら、これを差し上げます」
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など、罪悪感を減らしてあげるのも大事です。

 
改善すべき点をまとめる（フィードバックする）

このテストで得られた「改善すべき点」を箇条書きレベルでいいので、いったん
まとめます。

ここではまだ、それぞれの改善策まで考えて無くて良いので「グループ分け」す
ることを強く考えてみて下さい。

ふたを開けてみれば同じような原因から起こっている物がたくさんあります。

また、重要な物もあればそれほど重要ではない、まぁ後でいいかなというものも
あります。

場当たり的に処理していくのではなく、限られた時間の中で効率よく問題点を裁
いていきましょう。

なぜかというと…往々にして改善点は山のように見つかり、策を打ったものがさ
らなる改善点を呼ぶこともあり…優先順位を付けていかないといくら時間があ
っても足りないからです（笑）

WEBサイトはテストと変更が簡単なため、やることは本当にきりがありません。
そこが醍醐味でもありますが、その醍醐味にうずもれると大変です。

必要なのは「プライオリティ付け」と「トリアージ」。

この二つの視点を忘れると、あなたとあなたのチームが一種のデスマーチ状態
になるかもしれません。

それによって正常な判断力を失ったチャンネルに成功はまずありません。

判断できるサンプル数が集まる前に結果を判断してしまい、後から見てみれば「
行って来い」な動きをして、いたずらに疲弊してしまうことも少なくありません。
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改善案の発案と実行

アクセス解析とユーザテスト
この二本柱から導き出された問題

これに対して改善案を講じていかなければ意味がありません
これが最も難しいところですが

同時にこれが最重要ステップです
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ここからは、浮かび上がってきた課題をいかにしてクリアしていくかという局面
となります。

ここで大事なのは４つです

  １．必要最低限の少数メンバーでブレストを行うこと

  ２．一度にたくさんの施策をやらないこと

  ３．細かい所の積み重ねが効果を生むと言うことを忘れないこと

  ４．きちんと結果を計測できるようにしておくこと。

一つ一つの詳細に移りますね。

必要最低限の少数メンバーでブレストを行うこと

まずは関係者を集めてブレインストーミングを行います。

司会はWEB担当者であるあなたが行って下さい。サービスや商品を売るなら営
業部隊と一緒に行い、ブランディングが目的ならそれに加えて広報も欲しいです
ね。

内容としては、

「サイトの目的（会社の目的）を達成するために何が足りない
か、何が必要か」

「その上でWEBサイトがフォローできることはなにか」

です。

WEBサイトは所詮顧客・見込み客とのチャンネルの一つでしかありません。

その前提で今の経営上の課題を解決できる部分がどこかということを、意識あ
わせしましょう。

WEBを特別視しないこと

改
善

案
の

発
案

と
実

行



Page 37 

実際のリアルビジネスと同様に、WEBサイトも顧客・見込み客とのチャンネルの
一つです。

他部署との連携は欠かせません。フォローを含めて、他の営業部署などと積極的
に情報や意見交換をした方が絶対に良いです。

WEBは特別だ、と言う気持ちが、周りにあってもいけませんし、もっとよくないの
は「WEBは今までの営業とは違う新時代のものなんだ」とお高くとまってしまうこ
とです。

現実としてそんなことはありません。成功していると言われるDELLでさえ、初回
購入後のアフターフォローは人間が行っています。あくまで入り口を作ったに過
ぎませんし、そもそもDELLというブランドを作ったのは先人達です。

Twitterで売上を上げたと言いますが、その何十倍もTwitter以外で売り上げてい
るのが実際です。

チャンネルが違うだけ、電話・FAX・訪問・WEB、くらいの並列だと思うのがちょう
ど良いです。

その上で、実際のリアルの営業部隊と裏のWEBサイトの運営部隊の関係が良好
であるほど、情報交換が活発であればあるほど両者にシナジー効果が発生しま
す。

シナジーを生み出す

営業サイドは、見込み度の低い顧客へのアプローチ手段としてWEBサイトを色
々な形で活用できますし、WEBサイト運営側はインターネット的には非常に重
要な「生の顧客の声」を営業サイドから得ることができます。

ぜひ、お互いいがみ合わずに一丸となることをお勧めします。

また、可能であればサービスのアフターフォロー部隊とも関係を持って下さい。

彼ら・彼女らは、自社の商品を使っている顧客について恐らく1番詳しいです。な
ので、実際どの辺が顧客の心に刺さったのかについて、精度の高い情報が得ら
れます。

しかし、個々でポイントなのが「必要最低限」のメンバーで行うことです。

なぜなら、意見がまとまらないからです。直接の利害関係がない部署はこの際
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思い切って外して下さい。目的を一にする人々の中でスピーディに意識あわせ
ができれば十分です。

全社的に認められている必要はありませんし、言い方は悪いですが、「なんとな
くとりあえず反対しておいて、上手くいって無さそうならすぐに"そらみろ、俺の言
った通りだろ"」といい、上手くいけば「金書けたんだから成功して当たり前だろ」
という人は必ずいます。

WEBサイトは長い目で見て育てる物です。そういう人に接触してイライラして短
期的な施策ばかり打つのはよくありません。ですので必要最低限のメンバーの
意志だけ聞くようにしましょう。

一度にたくさんの施策をやらないこと

一度にたくさんの手を打つのはあまり良くありません。

なぜなら、どれが功を奏したか分からなくなってしまうからです。

WEBサイトというものは良くする余地はたくさんありますが、ある一手で革命的
に変化することはまずありません。

細かく「良くなった要素」を積みあげて行くことが成功への王道なんですね。

また、その「良くなった要素」のストックと計測が今後のことも含めて大事です。

一度にたくさんの策を行ってしまうと、たとえ良くなったとしてもどれがその主要
因なのか分かりません。

それではノウハウが溜まらず今後に生かせませんが、きちんと成功要因を溜め
込んで、次作るサイトにそれをつぎ込めば成功へのスピードは格段に速くなり
ますし、担当者としても自信が付くのではないでしょうか。

サンプル数を確保すること

また、一つ一つ行うとしても、それらの間隔に注意した方がよいです。

正確には、サンプル数がある程度取れるまでは次の策を打たない、ということで
す。やはり最低500PV、統計学的にはその倍の1000はないと、有意な判断ができ
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ません。

まとめると

どんなにはやる気持ちがあっても、一回に行う策は一つだけ、

そして最低でも500PV位のサンプル数が集まるまでは次策を打て
ない、判断できないと思うべし

といった言葉になります。

細かい所の積み重ねが効果を生むことを忘れない

先ほどの項目と似ていますが、WEBサイトを解析して改善していく課程は、大き
な石をのけていくと言うよりも、細かい所を修正して積み上げていくものです。

サイトを改善する初期の段階であれば、明らかなる改善点がたくさんあるので、
一発でそれなりの変化を感じられますが、その後の安定運用期になると「良くな
ったような気がする…」レベルの変化が大半になります。

そこをなるべく正確に判断して、少しづつ平均滞在時間や平均ページビュー、そ
してCR・コンバージョンレートを上げていくというのが実際です。

「神は細部に宿る」という言葉がありますが、ウェブサイトも全くその通りです。

こんな小さな所の変更がこんなに大きな変化をもたらすんだなんて！ということ
が往々にしてあります。

そういった意味でも、細かい所の積み重ねが効果を生むということを忘れない
で下さい。

結果を計測できるようにしておくこと

施策は、それ自体が目的ではありません。それによってなんらかの目標及びそれ
の成功と失敗を測る「指標」を上げることが目的です。

ですので、策を打つ時には
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「この施策の正否はきちんと数字で測れるようになっているか？」

ということを再確認することが大事です。

例えば、

広告からのランディングページの反応が悪い。ページ遷移（次に
どのページを見に行っているか）から考えると、一番下にある最
も押して欲しい資料請求のボタンまで、アクセス者はスクロール
していないのではと考える。

そこで、スクロールしてもらえるように、目線を邪魔する横棒を取
り払ったり、下の方に自然とスクロールしてくれるような文章レイ
アウトにしてみた。

しかし、結果としてあまり反応は上がらなかった。

この場合考えられるのは

まだページの下の方までスクロールしてくれていない1. 

スクロールしてくれてはいるものの、資料請求の周りの文章が2. 
魅力的でなかった

などです。

この二つのどちらが原因なのかは、GoogleAnalyticsのようなアクセス解析だけ
では判別できません。

なので、その場合はこのランディングページにCrazyEggやClickTalesのようなマ
ウストラッキングツールを入れておこう、あるいはUserHeatのようなヒートマッ
プを入れておこう、といったことをあらかじめやっておかないと、確度の高い判
断ができません。

やってみてサンプルが集まってから「しまった！このデータだけじゃ何も分からな
い！」というのは、とてももったいないですよね。

ですので、何かを変更してテストする前に、できる範囲で、きちんと計測できるよ
うな環境を整えてから行うことをおすすめ致します。

施策を実行する
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さて、こうして施策のアイディアが浮かべば、それに基づいて編集作業を行い、計
測環境を整え、後はFTPでファイルをアップロードするだけ、という風に流れてい
きます。

ここまで来ると「早く試してみたい！」という気持ちが出てくるんじゃないかと思う
んですね。

ですが、その前にいくつかやっておくべき作業があります。これを忘れるとノウハ
ウの蓄積やその後のPDCAサイクルに響きますので、ご注意下さい。

それは、「きちんと記録をとっておく」ということです。

変更意図と変更日時

まず、変更日時とともに、変えた部分とその意図、そして想定している数字の変化
を記録として残して下さい。

ソフトウェアのリリースノートのように、どこかでまとめて履歴として見えるよう
な状態が良いです。

記録するフォーマットは何でも構いませんが、誰でも簡単に見られるもので、後
で加工が容易であるものをお勧めします。特になければ、Excelをお勧めいたし
ます。

Excelならほぼ全てのパソコンに入っていますし、その場で計算もできますし、画
像の貼り付けも簡単です。優秀なスクラップブックですね。

後々で変更前と変更後を比較する時に、これがないと困ってしまいます。

覚えているだろうと考える方もいるかと思いますが、私の経験上、忙しい忙しい
と言いながら他のことをやっているうちに、きれいさっぱり忘れます(^_^;

ちなみに、理想の変更は24時ぴったり。アクセス解析のことを考えると日別で区
切れた方がいいんです。

とは言えそんな時間にアップロードして検証…なんてしたくないということもあ
ると思います。その場合は、朝一番がいいですね。

夜は以外と遅くまで見られていますが、朝は出勤した後しばらくは、朝の作業に
みなさん没頭するのか、そこまでアクセス数は多くありません。
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ターゲットがビジネスマン以外の場合は、一端アクセス数を時間別に見て、朝０
時から朝9時～10時位と夜あなたが帰る時間から24時までを比較して、アクセス
数が少ない方を選ぶといいですね。

スクリーンショット（ハードコピー）

また、きちんと画像として記録しておくとさらに分かりやすいです。

以前の状態と変更後の状態が残っていれば、アクセス解析で分からなかった部
分を、その画像を利用して簡易ユーザテストを行い、ある程度フォローすること
もできます。

そして、できればただの画像ではなくHTML形式で残すのがベストです。

とは言え毎回そんなことをするのは大変なので、お勧めなのはInternetExplorer
で「Webアーカイブ、単一のファイル」のmht形式で保存することです。

この形式はInternetExplorerの独自形式なので他のブラウザでは開けません
が、内部のCSSや画像、JavaSctiptもまとめて一つのファイルにして保存してくれ
るので管理がとても楽です。

また、リンク先などもそのまま残っていますので、ページ遷移を追う時にも楽で
す。

多少レイアウトが崩れることもあるので単純なスクリーンショットも一緒に取っ
ておくのが良いと思いますが、おすすめです。

こういった形で、きちんと記録を残しておきましょう。

後々で振り返る時に本当に楽ですよ。

ちなみに私は

メールにて関係者に概要を告知（件名は振り分けのために固定）• 

変更履歴ポータルに変更内容と変更ファイルを記載• 

特定の共有フォルダに、年月日時間を入れたmhtファイルを保存• 

の三つを行っています。忘れっぽいのと、覚えるのが面倒なので…。
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GoogleAnalytics上で簡単に見たい方は、GoogleAnalyticsのアノテーション機
能が便利です。

アノテーション機能とは、ユーザーが画面上部のグラフにメモをつけることがで
きる機能です。タグなどは入れられずメモ書きにしか使えないのですが、ここに
他のドキュメントへのリンクを書いて連携させても良いですね。

とにかく、「変更箇所は忘れる」という前提で、後で探せば分かるようにしておくこ
とをお勧めします。

短いスパンならいいですが、「昨年度の梅雨時期の商品キャッチコピー変更で
なにをどうしたか、そしてどうなったか」なんて、覚えてられないですよね。

でも、季節要因は大きいのでそういった記録が役に立つんのです。

困ったものです。 改
善

案
の

発
案

と
実

行



結果の確認と次策

導き出された施策をついに実行
ほどよいサンプル数も集まり、結果を判断する時

ここが1番緊張する時です
大事なのは、ここで自分にバイアスをかけず

正面から結果を受け止めることです
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結果はすぐには分からない

まずなによりも、ここです。

アクセス解析というのは「統計情報」なので、ある程度サンプルが集まらないと
統計的に意味のある変化なのかどうか分かりません。

サンプル数（＝アクセス数）が少なければ、偶然にもあなたのWEBサイトをじっ
くりじっくり隅から隅まで、間にお手洗いを挟みながら見る人が1人いただけで、
平均滞在時間や平均ページビューは大幅に上がってしまいます。

厳密にその変化が「意味があるのか（統計的有意とも言います）」「ただの誤差な
のか」を調べるのは、１～２％の変化でも、最低でも10,000件程度のアクセスが
必要です。

とは言え、そんなにたくさんのアクセス数を集めるのは至難の業なので、

　　少なくとも「1,000アクセス」あってから

あるいは

　　ユーザテストも一緒にある前提で「500アクセス」あってから

判断をしないと、意味のない誤差に振り回されてしまいます。

※統計学的にはもっともっと本当は必要なのですが…

また、BtoBにしてもBtoCにしても曜日によって傾向が変わります。期間として１
週間はできれば様子を見たいところです。

五十日も意味があるのですが、そこは偶然当たっていれば考慮するぐらいで、と
は言え五十日が大きな意味を持つ、金融や輸送系は考えた方が良いかもしれま
せんね。

統計学的有意と現実のはざま

ちなみに統計の件ですが、実はこれは、WEB解析上とても難しく悩ましい問題で
す。
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例えば新規開業に伴ってサイトを立ち上げて商売の役に立てよう！と思っても、
アクセスはすぐには集まりません。放っておけば月間100アクセス程度なんて当
たり前です。

これではテストができません。

かといって広告で大量にアクセスを集めるには資金が必要です。1クリック50円
のキーワードに入札しても1,000アクセスには5万円かかります。一度のテストで
５万円は大きいですよね。

また、立ち上げた後はとにかく効果を出そうと色々なことをするものなので、「ア
クセスが集まるまで待ってられない、今の段階で結論を出して次に行こう」とい
う気持ちになりがちです。

これはどちらかを取るしかないので、ゆっくりノウハウを溜めながらテストしてい
く方針で行くか、ユーザテストなどでできるだけフォローをしつつ、少なめのアク
セス数で多面的に判断して、次の策に出る、どちらかです。

できれば前者を選んで頂きたいです。ただ、難しいです。これは本当に難しいで
す。私も見切りを付けて少ない件数のサンプルを多面的に見て判断することは
少なからずあります。

ではその間待っているしかないのか

じゃあ待つとして、待っている間は何もせず見ているしかないのか、と言うとそう
でもありません。

WEBサイトではその検証に干渉せずともやれることはたくさんあります（もちろ
ん厳密に言えばサイトに手を入れる訳なので影響がないわけではないのです
が）

 
例えばサイトへのコンテンツ追加

例えば、WEBサイトに来る人が欲しそうな情報を先に出しておく、これはとても
重要です。

なぜかというと

そのサイトに対して「私の知りたいことが書いてある、ということはき• 
っとその知識に基づいた親切な対応をしてくれるに違いない」とい
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った気持ちが芽生えやすくなる

先出し情報ページをたくさん作ることによって、ロングテールキーワ• 
ードでのアクセスを得ることができる

ようなことが起きるからです。

例えば和服を売っている店なら「季節ごとの帯の結び方」、楽器なら「使わない
時のお手入れ方法」、家電製品なら「家族構成に応じたお勧めのエアコンのサイ
ズや取り付け方」などなど…直接コンバージョンに関わらないような所でも、こ
ういったページを追加することで、アクセス者がサイトに対しての親近感を持っ
てくれるようになります。

いったいどういうことをやればいいかは業種業態によって違いますが、まずはご
自身の競合他社のサイトを見て参考にして下さい。

あるいは全く違う業種でも良いので、普段使っているサイトを、私は何で他のサ
イトを使わないでこのサイトを使っているんだろう、という目で見ることもおす
すめです。

そこで「そう言えば比べてみた時に○○○だったからこっちにしたんだっけな
ぁ」ということを思い出せれば、

「じゃあそれと同じような気持ちになってもらうには 
うちのサイトの場合、どうしたらいいだろう」

というように発展していきますよね。

 
儲かっていそうな所だけを見る

また、違う業種の場合にしろ同じ業種にしろ「儲かっているところ」だけを見るよ
うにしてください。

儲かっているサイトだけを見ることで、自分の中のサイトの最低レベルが上がっ
てきます。「これじゃあダメそうだなぁ」という感覚が自然と養われてきます。

では、どうやって儲かっているサイトを見つけるかですが、一番楽なのはYahoo
ならOverture、GoogleならAdwordsというキーワード広告、これで上位に出て
いる会社は儲かっていることが多いです。

順位は基本的には入札制ですので高い値段を付ければ付けるほど上位表示さ
れます。
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なので、それなりにそこからの売上が上がっていないとそのポジションを維持で
きないはずです。

もちろん、代理店に言われるがまま、ペイしているのか確認せずに出し続けてい
る会社もあれば、生涯顧客単価を考えて赤字覚悟でやっているところは、特にネ
ットショップ系では多いので100%ではあり得ませんが、とは言え有用な方法で
す。

それ以外だと、雑誌などで成功事例が載っていることもあるので、そちらも参照
してみて下さい。

他の要因の存在を忘れないこと

ネット以外のマーケ・セールスと同様、季節要因やイベント要因はありますし、ま
た、他の部署でやっていることがWEBサイトに波及することもよくあります。

なんだか予想が付かない動き方をしているなと感じたら、モニタの前で悩まずに
「最近何かやりましたか？」と関係していそうな部署の人に聞いてみるといいで

すね。

そして、良い波及効果をもらえているなら、きちんとお礼の気持ちを伝えるとそ
の後の関係がより良くなりますよ。

アクセス解析は全くもって万能じゃない

「アクセス解析を使えば何でも分かる」と考えている方はWEB制作関係に携わ
っている方でさえ少なくないのではないかと、個人的な経験値では思っていま
す。

何よりも「実際にあなたの会社の製品・サービスを使った、買った人の声や気持
ち」が全く分かりません。

ここはぜひリアルにお客さまに接している部署の方の声を聞いて下さい。

その中に確実に「こんな所が評価されていたのか…」「ここがひっかかっていた
のか…」などのヒントが詰まっています。

自分の思い入れのあるサイトであればあるほど、どうしてもひいき目に見てしま
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います。

漫才師が漫才が受けない時に「あれはネタが悪いんやない、客が悪いんや」と
冗談交じりで言うそうですが、ともすれば「なんでこんなにアピールしてるのに、
こっちにこうしてくれないんだ」と憤りを感じてしまうことがあります。

ですが、お客さんはお客さんの価値観で動いています。WEBサイト作成者の価
値観とは全く違う価値観で動いています。

それを把握し、それに合わせてサイトを調整していくのが成功への道です。

そしてその情報は、直接お客さんから得るのが最も精度が高く確実な方法なん
ですね。

ですので、サービスならCS部門に頼んでアンケートをお願いするですとか、既存
顧客向けにプレゼント付きのアンケートキャンペーンをするですとか、あるいは
見込み客のところに訪問している営業の方がいれば、その方からお客さんの情
報を得るですとか、そういった非アクセス解析からの情報をぜひ入れて下さい。

お客さまの声コンテンツは非常に有効

話はそれますが、こうやって得られた情報をWEBサイトに「お客さまの喜びの
声」コンテンツとして掲載することはとても効果があります。

今は口コミやレビュー、ソーシャルメディアがメインの判断基準になっています
ので、同じような悩みを持って御社の製品を買った人がどうなっているのか、み
なさん気になっています。

ロイヤリティの高いお客さまにご協力を願って、できるだけ多くのお客さまの声
を集めて掲載してみましょう。通販業界では「1000件の声があれば、何でも売れ
る」と言われています。
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新たな施策を打っていく

このようにして結果を確認した後は、ではその結果を受けてどうする？という再
度の考察に入ります。

 
アクセス者基準で施策のプライオリティを付ける

基本的には先ほどの章で述べたような改善作業とその他の作業を繰り返してい
くという流れです。生産管理で言うPDCAサイクルというものです。

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の繰り返しで、サイトを継
続的に改善していきます。

運営していく中で「実はターゲットユーザがずれていたことが分かった」「ニーズ
が別の所にあった」ということは良くあります。そうしたら、それに合わせてサイ
トを変更すればいいですね。最初のユーザ像が最後まで正解で有り続けるとい
うことは、そうそうありません。

またそれと並行して、SEOやSEMといったことも行っていく必要があります。

また、サイトの内容が膨らんでくれば、商品別に別サイトを立ち上げた方がいい
かもしれません。ターゲットユーザが違う場合は特にそうです。

やれることはたくさんあります。それ故に、「何から手を付けて良いか分からな
い…」と思うこともあるかと思います。

その場合は、「あくまでサイトを使っているのは見込み客さんである」ということ
を忘れず「見込み客にとってどんな風になっていたらいいだろうか」を考えて、そ
の中で大きなモノから手を付けていって下さい。

極端な話、裏側のHTMLが多少規則に反していて汚かろうが、見込み客には全然
関係がありません。それよりも、汚いままでもいいのでナビゲーションで分かり
づらそうな部分をリデザインする方が、サイトに来る人はうれしいはずです。

 
担当者のスキルアップがカギ

自社WEB担当者が1人～数人の規模ですと、これらを全てその人数でまかなうこ
とになりますので、担当者のレベルアップが最大の上昇要因になります。

大変だなぁと思うかもしれません、もしかしたらその他の業務と兼務で大変かも
しれません。ですが、それだけやりがいのあることだと思ってぜひトライしてみて
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下さいね。

また、解析ツールも運用して行くにつれてあなたの会社にあったものになって
いきます。少し前に書きましたが、きちんと結果を計測できるように解析ツール
をセッティングしていくと言うことを繰り返していく結果です。

WEBサイトが軌道に乗ってくると、放っておいてもそれが会社全体の後押しをし
てくれるようになります。

言い換えれば「昔の自分の努力が今の自分と会社を応援してくれる」状態です。

これは他の媒体にはあまり無いことです。ブランディング活動などはそうかもし
れませんが、一般企業には敷居が高いですし。

新聞広告は1日、雑誌は3日、チラシは数時間の命ですが、WEBサイトは運営さえ
続けていれば永遠の命を持ちます。そんな魅力的な媒体の運営を行っているわ
けなんですね。

 
情報収集は欠かさずに

WEBの世界は細かい変化が常に起こっています。その中で有用なモノをピック
アップし積極的に取り入れていくことが大事です。

最近ならTwitterやFacebookですし、この後はまた別のモノがブームになるかも
しれません。

基本的にはトレンドフォローの姿勢がいいと思います。

ただ、サイトに取り込むとなるときちんと情報収集とメリットデメリットをまとめ
られるくらいまで深掘りしないとリスクが高いです。

 
押さえておきたい情報

改めて押さえておきたい情報の種類を箇条書きにしますと

ウェブ解析のノウハウ、新技術• 

新しい解析サービスの情報• 

最新のSEO・SEM、マーケティング周りの情報• 

ネット上での同業他社の動き• 
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などです。業界的な情報が多いですね。ツールとチャンネルとしてのIT業界の情
報と、競合他社の情報を含む、自分の狙っている市場についての情報です。

どこから情報を手に入れるかですが、一般的には業界の情報は業界紙で得るこ
とが多いですよね。

ターゲット市場に業界誌があれば、それを読んで頂ければいいのですが、しか
し、ウェブ業界の方には、いわゆる「業界紙」にあたるものはまだ残念ながらあり
ません。（ないわけではないのですがまだ発展途上）

現状、業界紙のような位置づけに当たるのはネット上の大手ニュースサイトや、
オーソリティのあるブログです。

そういったものをGoogleReaderのようなRSSリーダーに放り込んで、通勤中や
合間合間にチェックします。できれば端末はスマートフォンを持っていたいです
ね。隙間時間にボーッとするのではなく、情報をサッとチェックすることができま
す。

私もKDDIのauからiPhoneに変えて、情報収集の効率が恐らく2倍以上になりま
した。AndroidでもBlackBerryでもいいですが、スマートフォンは下手なノートパ
ソコンよりオススメです。

きっちり記事を読み切る必要はありません。ですが、流し読みでもいいので見て
おくと、何かあった時に「あ、なんかどこかで見たような気がする」「あの辺に関
係のある記事があったような気がする」と思い出しやすくなります。

また、潜在的に覚えていることも人間はあるらしいので、自然と発想が広がると
も言われています。

流し読みでもいいので主要ニュースは目を通しておきましょう。

 
基本的な知識の習得はやはり書籍がおすすめ

トレンド情報などの鮮度が命のものは、やはりネットニュースサイトやブログか
ら取得するのがベストです。

ただ、例えばHTMLをきちんと理解したいですとか、JavaScriptを覚えたい、統計
をきちんと学びたい、あるいは業界地図を頭に入れたいというような、半年～1
年程度のスパンでも問題ないようなものは、やはり書籍がおすすめです。

書籍は、発行するために様々な人々が関わり出版に至っていますので、クオリテ
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ィは安定しています。また、構成も分かりやすくなっています。

ですので体系的に基礎を学ぶような場合は、やはり書籍一択です。ウェブ解析に
ついても、このガイドブックのようなノウハウ中心ではなく、きちんと教科書のよ
うに解説している書籍はあります。「WEB解析」「アクセス解析」「WEBアナリスト」
などの言葉で大きめの書店を巡ってみて下さい。

また、日頃読んでいるブログの著者が薦めている本を読むというのもお勧めで
す。

おすすめというのは、アフィリエイトなどでとりあえず出しているモノではなく、
書評記事などを書いたりして、きちんとした形でお勧めされているものです。

 
言っていることが人によって全然違うのはあたりまえ

様々な情報に接すれば接するほど「あれ、全く逆のことを言っている…どっちの
人が正しいんだろう」といった悩みに出くわすことが多くなると思います。

これは、当たり前です。

WEBというプラットフォーム自体がまだ新しく、セオリーや方程式が出ては消え
出ては帰消えを繰り返している状態です。WEB自体も日々進化しています。

自身の経験則による情報は、その裏にあるシチュエーションによるところが大き
いので、同じ状況下でも成功するパターンが変わることは当然です。また、言って
しまえば、どっちも正解だったりします。

余り気にせず、もしどちらかを選ばなければならないなら、考えられる範囲でど
ちらの方が自分の状況に合っているかを考えて、決めるしかありません。

 
情報は共有することが大事

また、ネット上で調べ物をすることもありますよね。そういった情報はブックマー
クしてまとめておくと便利です。ブックマークは誰でも見られるようにソーシャル
ブックマークがいいですね。Yahoo!ブックマークやdel.icio.us、Livedoorクリップ
など。

理想はブックマークではなくスクラップ、今でしたらEvernoteなどがいいのでは
ないかと思います。ページの一部だけを切り取って保存できますし、複数人で共
有もできるのでWEB関係者用データ蓄積庫のようなものを作ることができます。
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また、忙しくなってくるとどうしてもこのような情報収集に時間が取れなくなりま
す。

しかし、それはあまり好ましくありません。短期的に見れば目の前の作業が重要
かもしれませんが、中長期的にはきちんとトレンドフォローしていくことが大事
です。

1日1時間は必ず記事のチェックの時間に充てる、と決めてしまってもいいと思い
ます。

その方が気持ち的にも楽ですよね。

さらに、その情報をまとめてメールで社内に配信すれば、WEBへの関心も高まり
ますし、それに対して「うちでもこんなことやってるよ」といったようなフィードバ
ックが返ってくるかもしれません。

また、いっそ可能な範囲で外部向けに仕事メモブログを書いてしまうこともお
すすめです。

誰かに対して説明するという形で書かなければいけないので、実は自分が理解
していないでなあなあにしていた部分が、記事を書きながら分かります。

記事を書くのは時間がかかるので、そこはバランスを取った方がいいと思いま
すが、ブログを外向けに書くのは、とてもおすすめです。

おわりに

以上のような流れでウェブの改善を行っていきます。

繰り返しになりますが「ウェブ解析」というものは、ただの手段であって目的では
ありません。

極端な話、ものすごい直感の持ち主がいて、なんとなくで最適なウェブの改善作
業を行えるならウェブ解析なんていらないのです。

しかし実際にはそんなことはないので、アクセス解析やユーザテスト、あるいは
今回紹介しなかったマウストラッキングやヒートマップなどを使ってWEBサイト
の改善を行っていく事になります。
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また、もう一つ忘れてはならないのが「ウェブ解析」という名前で呼ばれていま
すが、ウェブ担当者が行うべきは「解析に基づく改善案の提案と、その実施、効果
測定」だということです。

その意味で「ウェブ解析」という言葉は、WEBサイト担当者の仕事の一部分しか
捉えていない言葉です。

WEBサイトは、顧客や見込み客と企業を繋ぐチャンネルのうちの一つです。

打ち出の小槌でも魔法の杖でもありません。通常の営業活動と同様に、アクセス
者を見込み客にし、最終的には顧客化していくというステップは変わりません・

そういう意味で、WEBサイトを取り仕切る人は、WEBというものの知識と、通常の
リアルでのマーケティングやセールスの両方を知っているべきです。

また、実際その二つのとりまとめを行い、時には片方の意見をもう片方に翻訳し
て伝えるという翻訳者の役目であり、時には両者を動かしてシナジー効果を作り
出すコーディネータにもならなくてはいけません。

大変です。ですが、やりがいのある仕事なのではないかと思います。

とは言え大変なのもどうかと思うので、このガイドブックが何かの役に立てれば
幸いです。

それでは、最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。

皆様のご商売の役に立つことを心より願っております。

中山陽平
犬似なWEBコンサルタントの仕事メモ - 7korobi8oki.com :  

  http://www.7korobi8oki.com/

国内・海外情報から見える『企業のWEB活用法』 
  ITmedia オルタナティブ・ブログ 

  http://blogs.itmedia.co.jp/nakayama/
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