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◉ご注意

• 本書の制作にあたっては正確な記述につとめましたが、
著者や出版社のいずれも、本書の内容に関してなんらか
の保証をするものではなく、内容に関するいかなる運用
結果についてもいっさいの責任を負いません。あらかじ
めご了承ください。

• 本書中に掲載している画面イメージなどは、特定の設定
に基づいた環境にて再現される一例です。ハードウェア
やソフトウェアの環境によっては、必ずしも本書通りの
画面にならないことがあります。あらかじめご了承くだ
さい。

• 本書は2015年10月時点での情報に基づいて執筆されてい
ます。本書に登場するソフトウェアのバージョン、URL、
製品のスペックなどの情報は、すべてその原稿執筆時点
でのものです。執筆以降に変更されている可能性があり
ますので、ご了承ください。

• 本書中に登場する会社名および商品名は、該当する各社
の商標または登録商標です。本書では©および™は省略
させていただいております。

本書のサポートサイト

発売後の補足情報や訂正情報を掲載していきます。
https://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839955229.html
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リニューアルは時代遅れ
この言葉を聞いて、ドキッとした貴方。
本書は、そんな貴方にぜひお読みいただきたい必読本です。

わたし自身、ウェブコンサルタントとして沢山のサイトリニューアルに携わりまし
た。リニューアルプロジェクトのたびに、「オープン後、数値が下がらないだろう 
か……」と心配し、毎回毎回ハラハラしていたことを懐かしく感じます。

今では、「リニューアルだけ行うプロジェクト」はできるだけお断りをするほどにな
りました。なぜなら私の実経験を通じて次のことを言い切れるからです。

 ● リニューアルは一か八か。担当者が大きなリスクを背負ってしまうことに。
 ● A/Bテストは勝ちを確定してから本番リリースができる。必ず成果が出せる手
法。

A/Bテストはカイゼン成果を確実に出せる万能な手法です。A/Bテスト単体でもそ
うですし、既存のリニューアルとA/Bテストを組み合わせることでも大きな成果を
出すことができます。

しかしながら、A/Bテストを通じて成功を収めるためには、ひとつだけ条件があり
ます。

A/Bテストを正しい手順・お作法で行うこと
過去、A/Bテストを実施したが成果を出しきれなかった人もいるかもしれません。
大抵の場合、成果がでない主な理由は、A/Bテストを正しい手順・お作法で行って
いないことに集約されます。

はじめに
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本書では、A/Bテストの正しい手順と成果を上げるためのお作法（ポイント）を、
次の3つのPartに分けて、できるだけ丁寧に解説をしてまいります。

 ● Part 1　A/Bテストのただしい始め方
 ● Part 2　A/Bテストを成功させるコツ
 ● Part 3　すぐに使える実践ワザ

まず「Part1　A/Bテストのただしい始め方」では、A/Bテスト初級者にも理解を深
めていただくよう、A/Bテストはなぜ必要なのか？ やテストの流れはどうなるの
か？ などの基礎理解のための内容を用意しました。続いて「Part2　A/Bテストを成
功させるコツ」では、A/Bテストのワークフローに沿って各工程を分解し、詳細に
解説していきます。成果を上げるための各種コツも同時にお伝えいたします。最後
に「Part3　すぐに使える実践ワザ」では、概念理解だけで終わらないよう、A/Bテ
ストについての実践的なガイドを33個、テスト事例を23個用意しています。

不幸なことに、これまでA/Bテストを専門とする解説書は、日本ではまだ書かれて
いませんでした。A/Bテスト専門書である本書をつうじて、売上アップやコンバー
ジョン率アップを求められている全ての方のリスクを取り除き、カイゼン成果を上
げるお手伝いができれば幸いと思っております。

本のカバーデザインもA/Bテスト
ところで、本書のカバーデザインは、『ビリギャル』や『もしドラ』の書籍デザイン
を担当したデジカルさんに作成してもらったのですが、実は本書のカバーデザイン
を決定するにあたって、A/Bテストの手法を取り入れデザインのパターンテストを
実施させていただきました。



005

カバー用のデザインバリエーションを3案用意し、テスト（オンラインアンケート）
を行い、次のような質問に答えていただきました。

「”A/B テストの教科書”のカバーとして、買いたいのはどれですか？」

テストを通じて、表のような結果と大変参考になる沢山のコメントを得ることがで
きました。

『A/Bテストの教科書』のカバーとして、 
買いたいものはどれですか？ 集計

A 75

B 56

C 63

総計 194

すでにお手にとっていただいているとおり、僅差ではありましたがAパターンが勝
利を収める結果となり、本書のカバーデザインとして採用されることとなりまし
た。本来であれば本のカバーの決定は、出版社の編集様や営業様の権限によって決
めるのが定石です。そのような中、本書の内容にそったカバーデザインテストの企
画を立案・ご賛同いただいたマイナビ出版様、またデザイン会社のデジカル様、さ
らにはアンケートにご協力いただいた皆様、本当に有難うございました。

また、イー・エージェンシーのカイゼンソリューション部の皆さんやOptimizely
ジャパン様にはA/Bテストに関する沢山の学びを頂きました。私一人の力では本書
は出来上がらなかったと思います。この場をお借りして感謝申し上げます。

Happy Testing!
株式会社イー・エージェンシー　取締役　野口竜司
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こんな経験ありませんか？

図1-1-1

　上の図のような経験をされたことはありませんか？
　わたしはこれまでに沢山のサイトリニューアルに関わってきましたが、多くのリ
ニューアル担当者がこのような経験をしてきたところを垣間見てきました。また、
わたし自身もコンサルタントとしてサイトの設計やデザイン業務に従事しており、
リニューアル後の数値を見て「こんなはずではなかった……」と大きな後悔を繰り
返してきました。
　一般的にサイトのリニューアルでは、「要件定義」「設計」「デザイン」「詳細仕様

リニューアルは 
時代遅れ

Chapter 01

1



Chapter

01

Chapter 01　A/Bテストは本当に必要か？ 013

の決定」「開発」「リニューアル」という一直線の流れを通じて、大きな改変が行わ
れます（図1-1-2）。

要件定義 開発詳細仕様の決定デザイン設計 リニュー
アル

図1-1-2　一般的なサイトリニューアルの流れ

　ここでポイントになるのが「詳細仕様の決定」です。「詳細仕様の決定」にあたっ
ては、会議を開いて多数決を取ったり、決裁権を持つ上司の判断を仰ぐことによっ
て、関係者間での合意を形成し最終仕様を固めるシーンがよく見られます。社内調
整の理論でいけば、この社内稟議を通じたやり方はまっとうで根回しも効いており
正しい手順といえます。しかしながら、この社内稟議による決定は実は非定量的な
判断方法であり、エンドユーザーとは全く関係ない世界で行われる自分勝手な
ジャッジメントであることに気づかなければいけません。
　多数決や上司による判断は一部の人間の「カンや経験」によるもので、だれも結
果を保証できるものではありません。社内での根回しをすることで一時的な安心材
料を取り付けることはできるかもしれませんが、リニューアル後に全く改善成果が
あがらない、もしくは大幅な数値ダウンをしてしまった。などのことがあれば、リ
ニューアル担当者は大変な局面に立たせられることになるでしょう。
　リニューアルは、図1-1-3のように実は一か八かの危険なプロセスを踏んでいる
のです。

要件定義 開発

多数決や上司判断に
よる詳細仕様の決定

（社内稟議で
非定量的に選択）

デザイン設計 リニュー
アル

失敗
リスク

担当者が
失敗リスクを
背負ってしまう
ことも

多数決や上司確認は
非定量的判断。

結果は
だれもわからない

図1-1-3　一か八かのリニューアル
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　多くの人を巻き込み多大な時間を使って会議で決めた案でも、また、社内の権力
者からの合意を取り付けた案だとしても、その案が失敗に終わればリニューアル担
当者にリスクは降りかかってくるものです。冷静になれば当たり前のことですが、
どんなに社内調整をうまくやったからといって、結果がついてくるわけではありま
せん。このように「カンや経験」に頼るリニューアルは一か八かのプロセスであり、
リニューアル担当者は常に失敗リスクを背負う構造になっています。

2500年前の孫子の言葉

　ここで、リニューアルプロセスの危険性を物語る一つの有名な格言を紹介させて
ください。今をさかのぼること2500年前に、次のようなことを説いた人物がいまし
た。

「“勝ちを確定”した後、戦をはじめよ」

『孫子』（中央公論社、町田三郎訳）の「形篇」より引用

孫子の教え

勝利の軍は、まず

勝利を得て、
それから戦うのであるが、

敗軍は、

まず戦ってみて、そのあとで勝利を見いだそうとするのである。

図1-1-4

　2500年前といえば、まだまだ戦における戦略性が乏しく、戦士たちが勢いでのみ
戦っていた時代です。
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「ウォーツ！！！俺たちの部族のほうが
あいつらより強ィイぃ！！」

「神(ガイア)が勝てると、俺にささやいている！！」
図1-1-5　2500年前の戦闘のイメージ（あくまで想像上のイメージです）

　このような心意気と思い込みによって、多くの戦士たちが戦いに臨んでいた時代
に、孫子は勝ちの根拠を追い求め「戦いの合理性」を追求していったのです。

孫子とは
　孫子（そんし）は、中国春秋時代の思想家。
　古今東西の兵法書のうち最も著名なものの一つ『孫子』を書いた。
　「戦わずして勝つ」という戦略思想、戦闘の防勢主義と短期決戦主義、またスパイの重要視な
ど、軍事研究において戦略や戦術、情報戦など幅広い領域で業績を顕し、リデル・ハート、毛沢
東など、現代の軍事研究者、軍事指導者にも重要な思想的影響を与えた。
 （Wikipedia「孫武」「孫子」より抜粋の上、編集）

　孫子は「“勝ちを確定”した後、戦をはじめよ」という戦略思想によって、多くの
戦略家に勝利を導いてきました。
　冒頭で説明した「一か八かのリニューアル」は、この孫子が説く「“勝ちを確定”
した後、戦をはじめよ」という思想の真逆に位置するものです。ユーザーの行動や
成果パフォーマンスを数値で正確に確かめられる現代においては、リニューアルは
もはや「時代遅れ」と言い切っていいでしょう。
　一方、サイト改善を行う上で孫子が提唱するような「戦う前に勝ちを確定」させ
る方法が、今まさに日本でも定着しつつあります。それが「A/Bテスト」です。
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時代遅れのリニューアルから卒業しよう

　ではここで、「一か八かのリニューアル」のフローと 「A/Bテスト」のフローを見
比べてみてみましょう（図1-2-1）。

要件定義

▼一か八かのリニューアル

開発デザイン設計 リニュー
アル

失敗
リスク

担当者が
失敗リスクを
背負ってしまう
ことも

多数決や上司確認は
非定量的判断。

結果は
だれもわからない

テスト
計画

▼確実に成果を上げるA／Bテスト

テスト案
作成

A/Bテスト
ツール組込 成果を

着実に
アップ

繰り返し定量カイゼンすること
で、結果予測がつけやすい。
成果をアップしやすくする。

テスト テスト テスト 結果分析
本体
サイト
反映

実ユーザによる
定量的な立証

社内稟議で
非定量的に選択

1-2-1　

　A/Bテストのフローでは、「 テスト計画」「 テスト案作成」「 ツール組み込み」とい
うテスト実施に必要な準備工程をまず行います。

「テスト計画」   誰が、どこを、どれくらいテストするのか？を決める
「テスト案作成」   どのようなテストを実施するか？具体案を作る
「ツール組み込み」   A/Bテストツールでテストのための設定を行う

リニューアルから
卒業しよう

Chapter 01

2
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　準備工程の後は、「テスト」「テスト」「テスト」といった具体で、実ユーザーに対
し複数のクリエイティブパターンを用いて実験を繰り返し行います。行われたテス
トについてそれぞれ結果の評価を行い、勝ちパターンの検出を定量的に行うのが
「結果分析」の工程です。ここでは、最重要指標とその他指標の両方を数値レビュー
し、テストの良し悪しを総合的に評価します。

「結果分析」 　　 複数の指標によりテスト結果の評価を行う

　テストの実施により勝ちパターンが定量的に立証されたら、「本体サイト反映」を
行います。ハッキリと勝ちパターンが検出され、本番に適用すればすぐにでも数値
が上がるという場合は、すぐに本体システムへの反映を行います。もしもう少し考
察が必要な場合、再度テスト案を作成するフローに戻るといった具合です。
　A/Bテストによるフローでは、「実ユーザーによる定量的な立証」を繰り返し行う
ことができ、勝ちパターンが獲得できるまで何度でもトライアンドエラーができる
のが最大の特長です。カンや経験に頼ることなく、定量的立証によって上司や関係
者を納得させることができますし、結果予測もつけやすいことからリスクが非常に
低い方法だということもお分かりいただけると思います。
　担当者がリスクを背負うことなく、成果を着実にアップさせることのできるA/B
テストは、これまでリニューアルプロジェクトに従事していた担当者全員にとっ
て、知る必要のある画期的なプロセスです。また、各担当者がこのフローを取り入
れない理由を探すほうが正直難しいと思うほどです。
　このように、A/Bテストは孫子が説いた「勝ちを確定してから戦う」方法論を現
代に取り入れることができる極めて合理的な手段です。リスクの高いリニューアル
から卒業し、A/Bテストの方法を速やかに取り入れましょう。

意外なあの人もA/Bテスト活用者のひとり

　「勝ちを確定してから戦う」ことのできるA/Bテストの手法を早くから取り入れ、
多くの恩恵を受けた人のひとりに、実はあの意外な人物も該当します。
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A／Bテスト
サポート

A／Bテストの恩恵を受けた一人

現Optimizely CEOの
ダン・シロカー氏

図1-2-2　

　意外にも、あのオバマ大統領もA/Bテストの恩恵を受けたひとりなのです（図
1-2-2）。 オバマ氏は2008年のアメリカ合衆国大統領選挙に臨む際に、ウェブサイト
を通じて寄付を募っていました。元々Googleでプロダクトマネージャをやっていた
 ダン・シロカー氏がオバマ陣営のウェブマスターを務めることになった際、寄付支
援のためのサイトをA/Bテストの手法によって驚くほどの改善を実現したというの
は大変有名な話です。オバマ氏がA/Bテストによる定量的な改善によって、手にし
た追加寄付金額は6000万ドルとも言われています。

勝ちを
確定してから
戦う手法

孫子 オバマ氏

図1-2-3　孫子もオバマ氏も、勝ちを確定してから戦う手法を採用

　なお、当時オバマ氏陣営の中でA/Bテストを牽引した張本人であるダン・シロカ
―氏は、自らの体験からA/Bテストを支援する専門会社を立ち上げることになりま
す。そして彼らのA/Bテストツールは世界でNo.1のシェアを獲得するほどにもなり
ました。彼らが提供するA/Bテストツール「 Optimizely」（https://www.optimizely.
com/jp/）は、今では世界で8,500社以上の顧客を持つまでになっています。
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まちがったA/Bテストで失敗体験をした人が多い

　わたくしはデジタルマーケティング担当者さんを対象に講演を開かせていただく
ことが多いのですが、その講演の中でよく次のような質問をしています。

（1） 「A/Bテストをやったことがある方はいらっしゃいますか？（小さいテストでも
結構です）」

（2） 「A/Bテストで5％以上成果をアップさせた方はいらっしゃいますか？」
（3） 「A/Bテストで30％以上成果をアップさせた方はいらっしゃいますか？」

　わたしの講演を聞いて頂いているみなさまに挙手でこのアンケートにご協力をい
ただくのですが、結果としてはおおよそこのようになります。

（1） 会場内の約70%がA/Bテストを行ったことがあると回答
（2） 会場内の約20%が5%以上の成果改善を行ったことがあると回答
（3） 会場内の約5%が30%以上の成果改善を行ったことがあると回答

　このような結果を聞くたびにこのようにこう感じます。

まちがったA/Bテストで
失敗体験をしてしまった人が多いのでは？

　A/Bテストをやったことがあるのにも関わらず、しっかり成果改善をできていな
い人がこんなにも多いのはゆゆしき事態だと思います。A/Bテストを通じた成功体
験を持っていない人が、また間違った方法でA/Bテストを行って失敗体験を心に刻
んでしまった人が多いのでは？と認識させられるシーンに、わたしはしばしば直面
するのです。

正しくテストを行えば
成果は必ず付いてくる

Chapter 01

3
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A/Bテストの正しいやり方をマスターしてほしい

　前述のとおり、A/Bテストは「勝ちを確定して戦う」ことのできる万能の方法論
です。それにも関わらず、日本のデジタルマーケティング担当者の多くがA/Bテス
トを通じた成功体験を得られていないのはなぜなのでしょうか？
　その答えはシンプルです。
　多くの場合、A/Bテストの正しいやり方をマスターしていないからです。
正しいやり方でA/Bテストを実施すれば、5%程度の成果改善はすぐにでも得ること
ができるでしょうし、改善の対象とする指標によっては30%以上の改善をもたらす
ことも難しいことではありません。
　わたしたちがサポートしたA/Bテストでも図1-3-1のような成果を得ることがで
きています。

購入完了率 オリジナル比

46.1%アップ

スポーツブランドサイト

問い合わせ率 オリジナル比

32.1%アップ

旅行会社サイト

購入完了率 オリジナル比

12.4%アップ

ファッションブランドサイト

訪問別PVオリジナル比

34%アップ

ニュースサイトA

会員様獲得率 オリジナル比

32.7%アップ

ランキングクリック率 オリジナル比

41%アップ

ニュースサイトB

図1-3-1　A/Bテストの事例

　本書を通じてできるだけ多くの人に、正しいA/Bテスト手法をマスターしていた
だき、テストを通じた成功体験をしてもらうのが本書のミッションです。
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A/Bテストの正しいやり方を 
フローごとにマスターする

　正しくA/Bテストを実行するために、まずはA/Bテストの正しいフローを理解し
ましょう。前半でも簡略版について少し述べましたがA/Bテストの大きな流れは次
のとおりです（図1-3-2）。

テスト
計画

テスト案
作成

A/Bテスト
ツール組込

テストの
実行 結果分析 本体サイト

反映

図1-3-2　A/Bテストのフロー

　図1-3-2をもう少し細かく説明すると、以下のようになります。

「テスト計画」   　 誰が、どこを、どれくらいテストするのか？を決める
　
「テスト案作成」   どのようなテストを実施するか？具体案を作る
　
「A/Bテストツール組み込み」   A/Bテストツールでテストのための設定を行う
　
「テストの実行」   A/Bテストを実施する
　
「結果分析」   複数の指標によりテスト結果の評価を行う
　
「本体サイト反映」    　 勝ちパターンがわかったら本体サイトへ反映させる

　A/Bテストのフローをふまえながら、本書の前半では、以降続く各Chapterで次の
ような内容を解説していきます。

 ●A/Bテストの仕組みと主要ツールの概要…Chapter 02
 ●テストフローの詳解理解とA/Bプロジェクトの立ち上げ…Chapter 03
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　また本書の中盤では、テスト前のユーザー調査工程（「課題発見」「課題管理」）を
解説した後に、A/Bテストフローに沿い、「テスト計画」「テスト案作成」「A/Bテス
トツール組み込み」「テストの実行」「結果分析」について、それぞれ詳しく紹介し
ていきたいと思います。

 ●「課題発見」「課題管理」 　　 Chapter 04
 ●「テスト計画」「テスト案作成」 　　 Chapter 05
 ●「A/Bテストツール組み込み」「テストの実行」 　　 Chapter 06
 ●「結果分析」 　　 Chapter 07

　フローごとにくわしく説明し、正しいA/Bテストの進め方をマスターいただこう
と思います。
　本書の後半では、後述するテスト様式ごとに実践ガイドを用意。事例とともに、
A/Bテストについての引き出しをふやしていただきます。

 ●A/Bテストの実践ガイド（テスト様式の理解と実例）…Chapter 08
 ●A/Bテストの実践ガイド（ツール組み込み）…Chapter 09

　A/Bテストの正しいやり方を覚えれば成果は必ずついてきます。本書を通じて
「勝ちを確定した後に戦う」すべをぜひ手に入れていただければと思います。
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　日本に先行してアメリカでA/Bテストが急速に広まった背景には、A/Bテストが
もたらす経営貢献が大きかったことにあるようです。A/Bテストツール会社

「Optimizely」のニック・ベナヴィデス氏は、本場アメリカにおいて様々な企業のマ
ネジメント層と対話し、A/Bテストの手法をフル活用することによってクライアン
トに成果をもたらしてきました。そんなNick氏がA/Bテストがもたらす経営貢献に
ついて次のように語ってくれました。
　以下はインタビューを通じ、ニック・ベナヴィデス氏（図1-4-1）の発言を引用
してまとめたものです。

図1-4-1　ニック・ベナヴィデス氏

A/Bテストがもたらす３つの経営貢献

　A/Bテストは、現場担当者が実施するサイトやアプリの改善施策に対して効率性
と確実性を与えることができます。それによって彼らが抱える直近のデジタルマー
ケティング課題を解決します。またそれと同時にA/Bテストはマネジメントサイド
が持つ経営課題に対しても貢献をもたらすことができます。マネジメントサイドに
立つ代表取締役、取締役、執行役員、部長といった立場の方が背負っている大きな
責務には、次のような内容が含まれていると思いますが、A/Bテストはこれらの課

経営者やマネジメントサイドからみた
A/Bテストの価値

コラム
Chapter 01

4
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題にも貢献ができるのです。

（1） 数値目標達成
（2） コスト削減
（3） リスク低減

リスク
低減

コスト
削減

数値目標
達成

図1-4-2　A/Bテストが貢献できる3つの経営課題

A/Bテストを数値目標達成の武器に

　経営者・マネジメントサイドは、常に各事業部が抱える売上・粗利・営業利益と
いう包括的な数値責任を持っています。特に近年では全体の売上・粗利・営業利益
におけるデジタルマーケティングの影響度も日に日に増しています。彼らは各数値
目標の達成度と日々戦っていることでしょう。そんな上層部の方に対して、わたし
たちはこのように問いかけるのです。

「今期、これから６～９ヶ月の間であなたが抱えている数値目標を教えて下さい」
「進捗数値はどれくらいで、目標とのギャップはどれくらいですか？」
「数値ギャップを埋めるためにどのようなチャレンジを行うことをお考えですか？」



Chapter

01

Chapter 01　A/Bテストは本当に必要か？ 025

　もちろんわたしたちは、この問いのあとに、「では、◯◯◯◯万円の広告費を新た
に捻出してください」といったアドバイスは行いません。代わりに「貴社のお客様
であるエンドユーザーが日々触れているデジタルマーケティングの受け皿たちを、
数量的・科学的にスピードをもって改善しましょう」と進言するのです。また、こ
のようにも付け加えます。「目標数値と現状の数値のギャップを埋めるにあたって、
博打的な勝負でなく理にかなったA/Bテストという最適化のメソッドを用いて、私
たちは全力で支援します」。このように、経営者・マネジメントサイドの皆様が抱え
る課題に対して、どのような貢献ができるかを説き、共感いただいてきました。

A/Bテストでコスト削減

　また、次の２つの側面においてA/Bテストによるコスト削減が見込めることも、
多くの上位層の方々に伝えてきました。

 ●リニューアルコストの削減
 ●目標申込み数/売上額などに達するまでに必要なデジタル広告費の削減

　サイトリニューアルのコストとして、プロジェクトに関わる内部スタッフの人件
費、外部パートナーに発注するデザイン費やシステム改修費用等は、年間で一定額
を確保されている会社も多いと思います。一方で、リニューアルの手法では、数値
改善の成果を約束したり適確に上がり幅を予測することが難しいということを、多
くの上層部の方々は気付き始めているのではないでしょうか。
リニューアルコストに通年かけていた巨額な費用の一部を、定量的な立証により着
実に成果改善を上げることができるA/Bテストに再配分したらどうなるでしょうか。

 ●リニューアルよりも低い総コストで、定量数値にもとづく改善施策（A/Bテスト）
ができる
 ●A/Bテストにより必要な改善成果が出せることがわかれば、リニューアル総費用
は必要なくなる
 ●これまでのリニューアル総コスト ー A/Bテストにかかるコスト ＝ コスト削減額

　これまで必要経費として考えられていたリニューアルコストを他に配分すること
によって、コスト削減のチャンスが生まれるのです。
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　また、集客の受け皿となるWebサイトやスマートフォンサイト、スマホアプリな
どがA/Bテストによって改善され、コンバージョンレートの底上げができたとしま
す。ベースのコンバージョンレートが改善されていれば、目標どおりの申込み数や
売上額を獲得するために必要な集客ユーザー数は少なくてすみます。よって目標ど
おりの申込み数や売上額に達するまでに必要なデジタル広告費は削減可能になり、
コストを削減することができるのです。

新チャレンジのリスクを低減

　企業において新商品のリリースや、まったく新しいサービス・機能もしくはキャ
ンペーンをリリースすることもあるでしょう。その際に、大胆な展開をゼロかイチ
で行うのは非常にリスクが高いといえます。
　これまで運用をしていない新たな商品、サービス、機能、キャンペーンなどをリ
リースする際にもA/Bテストの手法は有効です。

 ●新しい商品をリリースする際
 ●新しいサービスをリリースする際
 ●新しい機能をリリースする際
 ●新しいキャンペーンをリリースする際

　これまでに提供していなかった新しい商品・サービス・機能・キャンペーン等が
リリースされた直後に、エンドユーザーがどのような反応をするかは、経営・マネ
ジメントサイドにとっても大きな関心事項でしょう。
たとえば、A/Bテストツールを使って、新しいリリース内容をサイト訪問ユーザー
の１％にだけ限定配信をして反応を確かめることもできます。また、方向性の違い
をもった複数パターンを用意し、ユーザーの反応を事前にチェックすることも可能
となり、新しいチャンレジを行う際に大きく転ぶリスクを低減することができま
す。
　このように、A/Bテストは経営・マネジメントレベルが抱える課題に貢献するこ
とができます。決裁権のある経営・マネジメント層がA/Bテストがもたらす効果を
理解すれば、A/Bテストに対して社内リソースの確保や必要な予算配分もスムーズ
にすすみ、現場課題の解決もスピードが上がることでしょう。
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A/Bテストへの投資欲は上昇を続ける

　Optimizelyが第三者調査機関Dimensional Researchを通じて417名を対象に行った
調査では、「A/Bテストの予算配分を次年度はどのようにお考えですか？」という質
問に対し、A/Bテストの従事者の53％が来年のA/Bテスト用予算を増やすと回答し
ています（図1-4-3）。
　また、43%が予算を維持すると回答しています。減らすと回答したのは4%のみ
で、96%が予算維持もしくは増やすとの回答をしたということになります。
また、経営者・マネジメントサイドだけに絞ると、増やすと回答した率は60%まで
上昇するとのことでした。

A/Bテストの予算配分は次年度はどのようにお考えですか？

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53% 4% 43%

減らす 変えない増やす

図1-4-3　次年度のA/Bテストの予算についてのアンケート結果

出典： THE OPTIMIZATION BENCHMARK Q2 / 2015　～The Race to Find the Ideal Customer Experience～ http://pages.optimizely.
com/rs/361-GER-922/images/the_optimization_benchmark.pdf
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1 2
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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