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はじめに

Googleは、2015年5月20日にGoogleウェブマスターツールの名称をGoogle 
Search Console（サーチコンソール）に変更しました。
その理由として、ウェブマスターだけでなく、コンサルタントや制作者も利用し

ていることが多いこと、Google 検索に関心を寄せるすべてのユーザーに向けたサー
ビスを提供していくためとしています。

Google Search Consoleの画面はいたってシンプルですが、エラーとして表示
している内容を改善しようとするとサイト制作の知識も必要になります。そのため、
本書ではサイト制作に関わる内容も含まれています。

Chapter1からChapter3までは、検索の仕組みからGoogle及びGoogleのチー
ムリーダーがウェブ上やイベント等で解説した内容を引用しながら、アルゴリズム
の解説をしています。

Chapter4は「Google Search Console」の単なる使い方でなく、何のための
機能なのかを解説しています。ツールは日々進化し、使い方も変化するため、本書
では基本的な操作方法を中心に記載しています。

Chapter5以降はよりセマンティックに進化している検索エンジンに見合ったサ
イト制作ができるようにHTML、シグナルの１つにもなっているパフォーマンスアッ
プのためのPageSpeed、スマートフォン対応、ローカル、Google＋について解
説しています。

Googleのアルゴリズムは日々チューニングされアップデートされますが、
Googleの考え方に則した適切なサイトづくりをすることで自ずとヒットできるサイ
トができます。この書籍内容を運営、検索エンジンマーケティングにおいて役立て
ていただければと思います。

2015年7月
大本 あかね
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Chapter 1
検索エンジンとこれからの
SEOについて理解しよう

検索エンジンはいくつかの種類がありますが、検索
の仕組みはどの検索エンジンでもほぼ同じです。検
索の仕組みを理解し、クローラーにヒットしやすい
サイトを作る方法を学んでいきましょう。



ドメインは看板

Webサイトは、インターネット上のサーバーにあるHTML等のファイルで、ユー
ザーはブラウザを利用して閲覧することができます。サーバー（Webサイト）には郵
便番号のようなIPアドレスがあります。IPアドレスは数字が並んだ無機質なもので、
ユーザーにとって覚えにくいです。
ユーザーに正しく認識してもらわないと商売では利用しにくいです。そこでユー

ザーに覚えてもらいやすいように、お店でいうと看板にあたるドメインをWebサイ
トに設定しているのです（図1-1）。

　・IPアドレス ••••••221.242.76.80　　→覚えづらい
　・ドメイン •••••••••http://all-web.org  →覚えやすい

図1-1　IPアドレスは無機質な数字の羅列。
「ドメイン」を使うことでユーザーにとってわかりやすい名称になる

Webサイトの看板であるドメインがあってもユーザーは看板の存在を知るすべ
がありませんし、ドメインを見ただけでは何のサイトかわかりません。そこで誕生
したのが検索エンジンです。
検索エンジンはそのサイトの中身（内容）を見てデータベースに登録します。デー

ターベースに登録されることを「インデックス」と呼びます。

検索の仕組みを知ろう

1-1

看板

郵便番号

わかりやすい！

覚えにくい…

ドメイン

IP アドレス
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検索エンジンは瞬時に検索してユーザーに情報を表示しているわけではなく、
キーワードに紐付いて、ユーザーにとって有益な情報をデータベースに登録して、
それらを表示しています。
ユーザーは、検索ボックス（検索窓）に調べたいキーワードを入れて検索します。

検索するキーワードを「クエリ」と呼び、クエリに紐付いたドメイン（URL)を検索
結果画面「SERPs（サープス）」に表示させます。

図1-2　検索窓にキーワード（クエリ）を入力して検索すると（上）、検索結果が表示される（下）

図1-3　検索結果はインデックスされたデータから表示される

クエリごとに、表示させる
URLデータを収集すること
をインデックスと呼ぶ

クエリ

インデックスしてあるデータから
クエリに合わせた情報を出す

Google

検索結果一覧
ドメイン
内容***

検索窓

クエリ
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インデックスのための登録方法

クローラーは被リンク、サイトマップの登録などから訪れますが、サイトのURL
を登録することもできます。以下のページから登録を申請しましょう。

URL  https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url

Google Domains
Googleはドメインサービスを2014年6月からアメリカでサービス開始しています。ドメイン所有者がわか
ればGoogleにとってもサービスが提供しやすいメリットがあります。Googleのドメインサービスを利用す
ることは、サーチ的にもメリットになる可能性があります。

図1-5　Googleドメインの紹介ページ
https://domains.google.com/about/

図1-4　サイトの登録。URLを入力して登録することができる
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Googleの検索ロボットをチェックしよう！

検索エンジンはYahoo!、Google、Bingなどいくつかの検索エンジンが存在し
ますが、2010年からYahoo!もGoogleの検索エンジンを採用しているので、日本
で使われている検索エンジンのほとんどがGoogleの検索ロボットと考えてもかま
いません。
検索エンジンとは、調べたいキーワードから検索できる仕組みやサイトを言いま

す。検索エンジンにはロボット型とディレクトリ型があり、Googleは全文検索が
できるロボット型を採用しています。
2010年以前のYahoo!JAPANは人力のディレクトリ型が採用されていました。

Googleはロボット型検索エンジンを採用していますが、ペナルティに関しては目
視、つまり人力で行われています。

検索ロボットは何を読んでいるの？

Webサイトには「テキスト」、「写真」、「動画」、「音楽」などのコンテンツが存在
します。検索ロボットはこれらのコンテンツを読み込んでいきます。一昔前までは
テキスト要素のみをインデックスしていましたが、現在では技術の発達によって音
声データや動画のコンテンツをテキストデータ化してインデックスすることができ
るようになりました。
写真でも人と認識できる仕組みが採用されています。カメラの機能で顔が表示す

ると十字のマークが出てきますが、ちょうど同じような仕組みを利用しています。
Googleの写真サービス「フォト」では写真をアップすると同じ顔の人物を見分け
たりタグ付けができるようになっていますが、これらも検索エンジンが認識してい
ることを示しています（図1-6）。
Googleマップでも同様にエリアの写真をアップすることができます。場所を示

すエリアデータは当然ですが、写真に掲載されている情報、撮影された日時なども
データとして取り込んでいます。
こちらもGoogleのサービスですが「みんなで地図をつくろう」では、投稿時に

GEOロケーション機能を利用したチェックインをすることで、地図と写真を紐付け
しています（図1-7）。

検索ロボットの種類

1-2
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図1-6　Googleの写真サービス「フォト」では同じ人物を選別してタグ付けのサジェストをしている

図1-7　「みんなで地図をつくろう」
投稿したエリアの情報が写真（画像）データに含まれている
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検索の順位を決定するアルゴリズムを知る

検索結果ページ（SERPs：サープス)には順位があります。検索エンジンの表示
順を決定するルールを「アルゴリズム」と呼びます。アルゴリズムは日々更新され
ます。アルゴリズムの内容が公開されることはありませんが、アルゴリズムの変更
情報などはGoogleのブログやWebサイトで公開されます。
Googleスパム対策チームのマット・カッツ氏は自身のブログでも意見として公開

しています。Googleの情報を読み取って検索エンジンへの対応をしていきましょう。

図1-8　GoogleセントラルブログではGoogleのアルゴリズムの変化などを紹介している
http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.jp/

ドメインエイジと中古ドメインの危険性

以前、Googleのアルゴリズムには「ドメインエイジ（ドメインの年齢）」が影響
していると考えられていました。Googleはドメイン自体の取得した年月日を見てい
るのではなく、コンテンツ（HTML）が入れられインデックスされた日から認識して
います。
古いドメインが良いという情報が今なお信じられている場合がありますが、現在

では、ドメインエイジはアルゴリズムにほぼ影響せず、優良なコンテンツを出して

アルゴリズム、ページランク、
ドメインエイジを理解しよう
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いるかどうかをGoolgeは重み付けしています。
中古ドメインを購入する際には、スパム行為をしたドメインを取得してしまうケー

スや、被リンクの整理なども発生する可能性がありますので、必ずどのようなサー
バーかチェックして購入するようにしましょう。
ドメインの信用に関しては以下のツールで調べることができます（図1-9）。

図1-9　ドメインの使用をチェックするツール
http://www.aguse.jp/

図1-10　aguseで調査した結果

Google独自のアルゴリズム、ページランクについて理解する

上位表示を考える上で知っておかなくてはならない概念があります。それは、
「ページランク」です。ウィキペディアではページランクを「Webページの重要度
を決定するためのアルゴリズムであり、検索エンジンのGoogleにおいて、検索語
に対する適切な結果を得るために用いられている中心的な技術」と紹介しています。
ページランクは被リンクの数と質でページのランクを計算する方法です。
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ページランクを判定する材料は複雑であるものの、リンクの仕組みのみであるた
めスパム行為が可能です。しかし、Googleはページランクをアルゴリズムから外
すことはできないため、スパム行為を厳しく取り締まるようになってきました。

図1-11　ページランクの動作概念図（ウィキペディアから）
リンクの質と数でページランクが付けられている

最近ではページランク以外にもページの構造やパフォーマンスなどもアルゴリズム
に関係していますが、Google独自のページランクの仕組みは理解しておきましょう。
また、厳しくしている一環としてHTMLマークアップも影響するようになってき

ました。HTMLの構造に関してはChapter 5で紹介します。

自サイトのページランクを調べる

Googleのツールバーは以前ページランクを表示することができましたが、現在
そのサービスを停止しています。ページランクの影響が少なくなったので使えなく
なった説もありますが、運営者にとっては気になるところでもあります。
海外のマーケティングツールでも掲載されるものがありますが、日本でもページ

ランクを表示させるサイトが存在します。あくまで参考までに、チェックしておき
ましょう。

図1-12　ページランクチェック
http://pagerank.bookstudio.com/
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高品質なコンテンツをプロが作ってるのにページランクが上がらな
いのはなぜ？
2013年10月の時点でGoogleのマット・カッツ氏が「良いコンテンツを作ってい

るのになぜページランクが上がらないか？」という質問に解説しています。

図1-13　マット氏による良質コンテンツとページランクの解説
https://www.youtube.com/watch?v=M7glS_ehpGY

マット氏は、良質コンテンツとページランクについて以下のように動画で解説し
ています。

　・ページランクは年に2～3回の更新だけなのですぐに変化することはない。
　・ ページランクの値はリンクの数と質によってだけ決まる。だから、コンテンツ

の更新頻度やコンテンツ著者の良し悪しには関係しない。
　・ ページランクは「コンテンツの質を表すもの」ではなく、あくまでも「得てい

るリンクの数や質を表すもの」。
　・ ページランクがサイト内のページに行き渡るように、ツリー図のような階層型

の内部リンクを各コンテンツに付けるとページランクが上がる。

ページランク自体はコンテンツの善し悪しを決定するものではないとしながらも、
Google的にはより良いコンテンツを探し出すことが使命なので、良いコンテンツ
を探し出すためにアルゴリズムを進化させています。
その一方で、2014年のサーチマーケティングエクスポでは「人工的なリンクビ

ルティング（被リンク構成）はつぶします」と発言しています。つまり、ページラン
ク構造は少なからず残っていると言えます。
繰り返しになりますが、ページランクが良いから上位表示される単純なアルゴリ

ズムはなくなり、スパム行為も厳しくなっているのでページランクの仕組みを理解
しながらも、それだけにとらわれないサイト作りを心がけましょう。
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SEOは本当に死んでしまったのか？

SEO（エスイーオー）とは検索エンジン最適化と言われ、上位表示させるための施
策を言います。そのSEOが死んだという話題が2013年暮れに話題になりました。
その大きな理由は検索エンジンの進化です。
Googleは、ユーザーの目的にあった検索のために進化させています。進化の内

容はパーソナライズ、ハミングバード、Google＋（プラス）、author（オーサー）、
HTML要素、パフォーマンス、ドメインなど、ざっと考えただけでもたくさんあり
ますが、それらを複雑に組み合わせたアルゴリズムに進化しています。
現在のアルゴリズムは500以上の項目で成り立っていると言われ、国やキーワー

ドによってアップデート時期も異なり、年に200種類以上の項目をチューニングし
ているとGoogleは言います。
このように、アルゴリズムは複雑に進化しているため検証しにくくなり、SEOは

終焉したと言われるようになりました。

Googleの検索エンジンがなくなる？
Facebookが全盛期のころ、Googleからの検索流入よりもソーシャルメディアからの流入が多くなったこと
から、Googleの検索エンジンはなくなるのではないかという話題が持ち上がったことがあります。実際には
そのようなことはありませんが、Googleの検索エンジンの流入だけを頼りにしないマーケティングの考え方
も必要です。その一方で、検索サービス最大手のGoogleを無視することはできないので、入流を増やすと
いう意味で習得していきましょう。

図1-14　 Facebookからの流入が多くなった。Facebookからの流入が多くなってGoogle
は不要説まで出てきた。実際にGoogleの検索結果だけに頼るマーケティングで
はなく、いろいろな手法でアクセスを集めることがWebマーケティングで必要
だと考えられている

Facebook Google
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新しいSEOの誕生!?

SEOの世界的セミナーSearch Marketing Expo（http://searchmarketing 
expo.com/）が主催するSMX Advanced 2015で seoClarityのミタル・ガンディ
氏が「SEO＝Search Experience Optimization:検索体験の最適化」と再定義し
ようと解説しました。
検索エンジンマーケティングは今まで検索ロボットに対して行われてきましたが、

ユーザーが求めているコンテンツを見極め、ヒットさせやすいように、検索しやす
いようにサイトを構築していくという意味では、検索体験の最適化という考え方は
適切かもしれません。
検索エンジンはユーザーが求めている情報を出すということが目的のため、検索

エンジンを通してユーザーと関わっていることを最初に理解しておきましょう。
Google Search Console（以下、「サーチコンソール」と表記します）は、検索エン
ジンを通してユーザーの声がどのようになっているのかを知ることができるツール
とも言えます。

図1-15　新しい SEOの定義
検索エンジンはユーザーの要求を検索する仕組み、

今後は、ユーザーの検索をさらに良い体験に最適化させることが新しい SEOと考えられている

新しいSEOはユーザーエクスペリエンスを考慮する

Googleは、ユーザエクスペリエンスも上位表示のアルゴリズムに入れてきまし
た。サーチコンソールを見ると、クロールの統計情報にサーバーのレスポンスや、
モバイルユーザビリティの項目を追加している点からも、それが伺えます。
例えば、「近くのコンビニ」など「近く」を検索するユーザーが増えているのに伴

い、Googleは検索の仕組みを変更しています。これらのクエリは、いままでのパ
ソコンを利用している時には出てきませんでした。しかし、スマートフォンの普及
によってWebに接するユーザーの行動が変わり、それに伴いGoogleもユーザーの

Google

Webサイト
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コンテキスト（利用状況、シーン）を考慮しています。
これからのWebサイト構築にあたっては、モバイルファースト、ペルソナ、カス

タマージャーニーマップなどいろいろなメソッドを利用してユーザーエクスペリエ
ンス設計やコンテキストを考慮して制作することはもちろん、ユーザーに適切な情
報を提供するために検索エンジンに適切にヒットされやすい構造化されたHTML、
ユーザーを待たせないパフォーマンスに優れたCSSやJavaScriptの実装、画像処
理なども行わなくてはなりません。
検索エンジンは、ユーザーが求めているものを理解し、適切な情報・コンテンツ

を持つWebサイトを検索してくれますが、その情報がいくら良い情報であっても見
にくかったり、表示が遅れてしまう場合は良しとしていません。
そういった意味でも、ユーザーのサーチ体験を最適化するという考え方は、頷け

るかも知れません。

図1-16　サイト制作のための手段とフロー
ユーザーの検索体験をよくするために、

サイト制作もユーザエクスペリエンスを考慮したものにしなければならない

使う状況
場所

実装
ターゲット

ペルソナ
UXデザイン

カスタマー
ジャーニーマップ

戦略キーワード
コンテンツコンテンツ

UI

パフォーマンス

いかにインデックスされるか？

設定したユーザーに
アプローチ、コンテンツ
提供できるか？

モバイルファースト
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一応、従来のSEOの仕組みを理解しておこう！

先ほどChapter1-3でページランクについて少し紹介しましたが、一昔前はこの
ページランクが上位表示のアルゴリズムに大きく影響していました。
ページランクは簡単に言うと、被リンクの数が多いことで上位に表示されるとい

うものです。その考え方は、他のサイトからリンクされるサイトは有益な情報を表
示しているという判断です。
被リンクが多いサイトはサイト自体の信頼があり、優良なサイトと考えられまし

た。同様に、優良サイトから被リンクを受けることでさらに上位表示される傾向に
ありました。
中でもページランクが高いサイトからのリンクで、かつリンクの数が少ない場合

に有効であると考えられています。
検索エンジンのアルゴリズムに乗ったリンク構造にする「リンクファーム」は、

人工的に作ることができます。Googleは人工的に作られたリンクファームをスパ
ムとして認定するためにスパム対策チームを設けています。
スパム対策チームは検索ロボットのチューニングを始め、目視でも監視していま

す。一度、スパム認定されるとせっかくインデックスされたデータベースから削除
されてしまうこともしばしば存在します。
大きな企業だろうがスパムを行った企業のサイトは改善されない限りインデック

スされませんので、よかれと思ってやったことが悪い方向にならないように気をつ
けましょう。

図1-17　ページランクの基本的な仕組み
上位表示を決定するアルゴリズムの決定の要素の１つ

リンクがたくさんあるページ、サイトは優良なサイト
である。特に優良サイトからのリンクは良い

相互リンクなどの仕
組みが流行っていた

リンクの数が多いと
点数が低い

リンクの点数が高い

優良サイト
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アンカーテキストは正しく認識しておこう！

Googleにサイト登録申請をすることで検索ロボットがインデックスするために
やってきますが、既にインデックスされているリンクからもやってきます。検索エ
ンジンだけでなくユーザーもリンクがなければ違うページに飛ぶことができないの
で、Webサイト内の内部リンクも的確に設定することは重要です。
従来のSEOの１つに、フッターにWebサイト関連の情報をテキストでリンクを

貼るという「フッターリンク」という手法がありましたが、Googleは無意味なフッ
ターリンクを嫌い、１ページからリンクする初リンクの数が多くなれば、その効果
は薄くなるアルゴリズムを取り入れ、SEO上メリットがないものとしました。
フッターリンクがSEOに悪いわけではなく、ユーザーにとって良いナビゲーショ

ンになるように作らなければなりません。

図1-18　フッターリンクの例
フッターに並べられただけのリンクは無意味とされている(画像はぼかしてあります）

テキストリンク（アンカーテキスト）もリンクの方法次第ではペナルティになる場
合があります。例えば、「結婚指輪」は不特定多数のサイトがヒットするワードなの
で、このワードのリンク先に結婚指輪を販売している特定のサイトがリンクしてい
る場合はスパムになります。

図1-19　名称など特定のキーワードでないリンクはスパム扱いされる

結婚指輪 * * 宝石商

×
リンク
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仕事できちんとWebを扱えるように
なりたい人のための新・定番書
そもそもWebサイトって何? というあなたでも、インターネッ
トの基礎からHTMLとCSSの基本や使いこなしを学び、
総まとめとしてシンプルなコーポレートサイトを制作できま
す。環境構築もていねいに説明しました。Web関連の企
業に内定が決まった学生や、Web関係の部署に異動にな
った社会人など、必要に迫られて一通りきちんと学びたい
人のための新・定番書です。ダウンロードできるサンプル
データで実際に作りながら学べます。

HTML5&CSS3
マスターブック

マイナビ出版
デジカル/HONTENTS（著） 
248 ページ
価格：2,138 円（PDF）

HTML
/CSS

ここで学ぶことは何なのか、
どのような用途があるのかを
イメージしよう

デザイン性・機能性に優れた
Webサイトが作れるようになる!
人気のWordPress入門書 第2版です。前回の書籍と同
様、セミナー経験の豊富な著者陣が、実践的なノウハウを
織り交ぜつつ丁寧に解説しています。WordPressの最
新バージョンに対応した手順をすべて画面付きで解説して
いるので、Webサイトをはじめて作る人でも安心して読み
進められます。HTML、CSS、PHPなどの知識がなくても、
パソコン・スマートフォン両方の表示に対応した本格的な
Webサイトを作れることでしょう。

いちばんやさしい
WordPressの教本 
人気講師が教える
本格Webサイトの作り方 
第 2 版 WordPress 4.x 対応

インプレス
石川栄和・大串肇・星野邦敏（著者）
256 ページ
価格：1,663 円（PDF）

CMS

操作の手順は、大きな画面で

ひとつひとつのステップを

丁寧に解説!

実際のセミナーや講義を元にしたやりとりによって、理解を深められる

コードや実際のWebページを

参照しながら学習できる!



4コママンガを交えて
Webサイト制作を解説!
Web

デザイン

UIデザインの原則と
心理学上の根拠がわかる

Web
デザイン

問題は設計にあり!?
UX視点のデザインプロセス

Web
デザイン

写真で顧客の心をつかむ!
Instagramの宣伝ノウハウ

ソーシャル
メディア

絶対に挫折しない
コンテンツマーケティング
Web

マーケティング

WordPress4で迷わず
Webサイトができあがる!
Web

デザイン

わかばちゃんと学ぶ
Webサイト制作の基本

4コママンガを交えて、ユーモアたっぷりにWeb
サイト製作の基本を初心者向けにわかりやすく解
説しています。企画の段階から、HTMLやCSS
の基本、JavaScriptやPHPの概要、Webサイト
の公開・運営に触れています。

シーアンドアール研究所
湊川あい（著者）

価格：2,138 円（PDF・EPUB）

UIデザインの心理学
わかりやすさ・使いやすさの法則

UIデザインコンサルタントによるデザイン原則の
科学。「物事を認識するときにどのようなバイアス
がかかるか」「物事をどのように見分けてとらえる
か」など、UIデザイン原則と心理学上の根拠がわ
かります。

インプレス
JeffJohnson（著者）、武舎広幸・武舎るみ（翻訳）

288 ページ　価格：3,456 円（PDF）

デザイニング
Webアクセシビリティ

この書籍に書かれている内容は、良質なユーザー
体験を生むためのノウハウです。普通に戦略・要
件策定→情報設計→ビジュアルデザイン→実装・
コーディングを行えば、達成基準を満たせること
が理解できるでしょう。

ボーンデジタル
太田良典・伊原力也（著者）

296 ページ　価格：2,700 円（PDF・EPUB）

できる100 の新法則
 Instagramマーケティング

1枚の写真で顧客の心を引き寄せる手法を現役
ソーシャルメディアマーケターが解説。企業が
Instagramでマーケティング、ブランディングを行
い、成果を出すために必要なすべてのノウハウを
収録しています。

インプレス　株式会社オプト・山田智恵・小川由衣・石井リナ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）　240 ページ　価格：1,944 円（PDF）

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
業界の第一人者が「絶対に挫折しない」をコンセ
プトにコンテンツマーケティングを詳しく解説。商
品の売り込みに限界を感じている人、マーケティ
ングの概念だけでなく実践に本気で取り組みたい
人などにオススメです。

インプレス　宗像淳・亀山將（著者）
200 ページ　価格：1,814 円（PDF）

はじめの一歩！ 
サクサクわかるWordPress 4.x 対応
WordPress4.x（2016年10月最新版）を使って、
ホームページの作り方をていねいに教える本。こ
れまでWordPressを使ったことがない方、HTML
やCSSの知識がない方にとっても分かりやすいよ
う、図解中心で解説します。

マイナビ出版　茂木葉子・天野裕子・遠藤岳史（著者）
256 ページ　価格：1,814 円（PDF）
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マンガと解説のセットで
Webマーケティングを理解

Web
マーケティング

種類の多いWeb広告を
上手に運用するための本

ビジネス視点から
UXの価値を探る!

Web
マーケティング

すぐに役立つ実践的な
グロースハックの手法!
Web

マーケティング

Webマーケティングを
ビジネスに取り入れよう!
Web

マーケティング

タグを効率よく管理して
Webマーケの労力を最小化

Web
マーケティング

マンガでわかる
Webマーケティング 改訂版 
Webマーケッター瞳の挑戦!

マンガとストーリーに沿った丁寧な説明で、Web
マーケティングの本質をわかりやすく解説していま
す。この改訂版では最新のデジタルマーケティン
グに対応し、現場で役立つノウハウをさらに盛り
込みました。

インプレス　村上佳代（著者）、ソウ（イラスト）、
星井博文（原作者・原案）　296 ページ　価格：1,944 円（PDF）

基礎から学ぶ
Web広告の成功法則

本書はWeb広告の上手な使い方を解説する本で
す。特にユーザーをどのようにして動かすのか、
という視点を持つことで、Web広告の種類の多さ
や、新しい技術に惑わされず、長く使える広告運
用のスキルが身に着きます。

マイナビ出版　本間和城（著者）
232ページ　価格：2,462 円（PDF）

UX × Biz Book
顧客志向のビジネス・アプローチとしてのUXデザイン

ビジネスの場面で「顧客とのエンゲージメント」
の重要性が増している中、UXアプローチは不可
欠です。本書はさまざまな現場で活躍する執筆陣
が、複合的な視点で UXおよびUXDのビジネス価
値を分かりやすく解説します。

マイナビ出版　明海 司・井登 友一・奥谷 孝司・川田 学・
坂本 貴史・橘 守・田平 博嗣・塚本 洋・萩谷 衞厚・原 裕（著者）

240 ページ　価格：3,024 円（PDF）

いちばんやさしいグロースハックの教本
人気講師が教える

急成長マーケティング戦略
注目の成長戦略「グロースハック」の実践が学べ
ます。業界の第一人者が自社製品を育てた経験を
もとに、すぐに役立つ手法やフレームワークを解
説。製品やサービスを最短で収益化して成長に導
くノウハウが満載です。

インプレス　金山裕樹・梶谷健人（著者）
176 ページ　価格：1,728 円（EPUB）

いまさら聞けない
Webマーケティング 

初歩から学べる集客のセオリー
近ごろはさまざまなマーケティング手法が登場して
います。本書はそうしたトレンドを押さえつつ「マー
ケティング戦略を基本から学びたい」「Webマー
ケティングを実践に活かしたい」と考えている方
に向けた一冊です。

マイナビ出版　佐藤和明（著者）
272ページ　価格：2,138 円（PDF）

デジタルマーケターとWeb担当者のための
Google＆Yahoo!タグマネージャー

の教科書
「Googleタグマネージャー」と「Yahoo!タグマネー
ジャー」について、設定や運用の実際、さらに効
果測定や運用のTipsまでを詳しく解説。本書を読
んでタグによる効果を最大化し、そのための労力
を最小化しましょう。

マイナビ出版　海老澤澄夫（著者）、ウェブ解析士協会（監修）
304 ページ　価格：2,894 円（PDF）
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