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　本書は、Googleが提供している「Googleタグマネージャ」とYahoo! 
JAPANが提供している「Yahoo!タグマネージャー」について、初歩的な
知識を解説することを目的に執筆しました。「教科書」という銘打ってい
る通り、これからタグマネージメントツールを導入・活用する人に対して
基礎知識を提供しています。想定している読者対象は、次の通りです。

①事業会社などでネットマーケティングを企画・運営している人
デジタルマーケティング戦略を効率よく実現するために必要となる、タグ
マネージメントに関する情報を提供します。筆者は、サイト管理者自らタ
グマネージメントを実践することが理想的な姿であると考えています。
②各種タグマネージメントツールの設定・運用に携わっている方々
ユーザーやコンバージョンを意識したマーケティング施策を実現するため
に、タグ実装や設定の知識を提供します。技術知識をマーケティングの課
題解決に活用する「デジタルマーケティングテクノロジスト」が世の中に
増えることを願っています。
③後輩・部下の育成を行うデジタルマーケティングの専門家
タグマネージメントで必要となる知識は、マーケティング概論からWeb
サイト設計（IA）、サイト開発・管理業務・アクセス解析・広告を含むマー
ケティング施策など、多岐に渡るため、部下・後輩に対するテキスト・入
門書として本書を活用いただければと思います。

　タグマネージメントツールの使い方については、それぞれのサービスベ
ンダーが公式のヘルプコンテンツを用意していますし、有志の方々が積極
的にインターネット上で多数の情報を発信しています。しかし、必要とな
る知識を都度検索して入手していると、それぞれの知識の関連性を把握し
づらくなり、その理解にも手間取ってしまいます。
　タグマネージメントツールの教科書である以上、それらのツールの基本
的な操作方法の解説に多くのページ数を割いていますが、タグマネージメ
ントが生まれた背景・導入プロジェクトの設計と管理・タグマネージメン
トツールの運用など、タグマネージメントをデジタルマーケティングの業
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務にどう位置付けるかという話も含まれています。
　タグマネージメントでは、HTTPやDOMなど非技術者には馴染みのな
い言葉が頻繁に出てくるのですが、その意味を正確に理解しないで使って
いる人も少なくありません。逆に、Webサイトの開発を主業務にしている
人には、ユーザーナビゲーションを視点としたサイト設計・広告サービス
の運用といったマーケティング業務の知識に明るくない場合もあります。
タグマネージメントはマーケティング担当者と技術担当者の双方が関与す
る業務であるため、お互いが歩み寄って理解する姿勢が欠かせません。
　そういった考えをウェブ解析士協会代表理事の江尻俊章氏に共感いただ
き、それでは書籍として知識を体系化しようという話となり、株式会社マ
イナビ出版の西田雅典氏の企画立案で本書の出版が決まりました。
　執筆に際しては、デジタルマーケティング業界の第一線で活躍する組織・
専門家の協力をいただきました。ウェブアナリストの小川卓氏にはアクセ
ス解析の専門家としての立場で、ヤフー株式会社の柳谷慧氏にはタグマ
ネージメントツールを提供するサービスベンダーという立場で、メンバー
ズ株式会社の島村拓郎氏には企業のサイトコンテンツ管理者という立場
で、株式会社電通デジタルの三谷壮平氏と五島淳氏には企業の広告を最
適化する広告会社という立場で、タグマネージメントについて語っていた
だきました。
　また、カグア！の吉田喜彦氏（通称「ヨシヨシ」）には教材作成の視点か
ら本書の構成の見直しを、柳井隆道氏にはタグマネージメント業務の実務
家としてアドバイスを、株式会社オロの山田良太氏にはGoogleタグマ
ネージャのトレーナーとしての意見を、石黒堂の石黒康修氏には広告運用
の知識を、助けていただきました。本書執筆に協力いただいた方々に厚く
御礼を申し上げます。併せて、いただいた知識・アドバイスを全て反映で
きなかった不手際をお詫びします。なお、本書の文責は全て筆者が負うこ
とを付記いたします。
　本書が、皆さまのデジタルマーケティング業務の最適化・効率化の一助
になれば幸いです。

2016年12月
海老澤澄夫
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　デジタルマーケティングにおいて、今、求められているのは、どんな人
材だろうか。ずばり「マーケティングテクノロジスト」である。その必要
性と重要性は高まるばかりである。
　タグマネージメントツールは、マーケティングテクノロジストにとって、
メインの武器ともいえるツールだ。ウェブ解析士のアクセス解析ツールに
近いといってもいいだろう。私にとって、タグマネージメントツールを使
わないマーケティングテクノロジストは想像できない。
　マーケティングテクノロジストは、Webサイトやキャンペーンが続く限
り、必要となる。広告やさまざまなソリューションを利用するたびに設計
や開発が行われるからだ。例えるなら、UXコンサルタントやウェブ解析
士が軍師や参謀だとすると、マーケティングテクノロジストは通信兵だ。
レベルが高い低いということではなく、部隊がいればいるだけ、大量の人
材がいないと作戦が成り立たないという意味である。
　ウェブ解析士協会として、急成長するデジタルマーケティング社会にお
いて、マーケティングテクノロジストの育成が急務だと感じていたが、概
念での理解にとどまっていた。しかし、概念ではマーケティングは動かな
い。頭でっかちな人間だけでは足りない。手を動かす人材が必要だ。
　実は、この本を書くよう望んだのは私でもある。海老澤さんは「誰でも」

「マーケティングテクノロジストの一歩」として「タグマネージメントツー
ル」を「ちゃんと使える」レベルに「体系的に」持っていくために最適な
人物であり、本書の著者としては彼以外思い浮かばなかった。
　今後、ウェブ解析士協会では、本書をベースに全国でマーケティングテ
クノロジストを輩出するためのトレーニングやセミナーを開催していく予
定だ。この本を手にとって、まずは一度自分で動かしてほしい。そののス
キルは、きっとあなたの将来に大きなプラスになるはずだ。

監修者を代表して
ウェブ解析士協会　代表理事　江尻俊章

序文
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Chapter 1
タグ＆タグマネージメント概論

最近のWebマーケティングを遂行する上で欠かせ
ないのが、Webサイトとさまざまなサービスを連携
させるための「タグ」の運用（マネージメント）です。
本章では、タグが生まれた背景を説明するとともに、
タグがどんな目的で使われているのか、どのように
管理していくべきかという視点で解説します。

1-1	 Webマーケティングにおけるタグの役割
1-2	 インターネットメディアで活用されるタグ
1-3	 タグの複雑化によって起きる課題
1-4	 	「タグマネージメント」の登場
1-5	 これからのタグマネージメント
Interview
タグマネージメントの現場から：アクセス解析編	小川卓氏に聞く



　インターネット（Webサイト）がテレビ・ラジオ・新聞・雑誌といった従来のメディ
アと大きく異なる点の1つは、ユーザーがアクセス（利用）した履歴などのデータを
取得できるということです。WebブラウザからWebサーバにコンテンツが要求さ
れると、WebサーバはWebブラウザにHTMLを送信した履歴をログファイルに	
1行ずつ出力します。そのログファイルを集計（解析）すれば、Webサイトにおける
コンテンツの利用状況が把握できるわけです。このログファイルを「アクセスログ」
と呼び、アクセスログを集計することを「アクセス（ログ）解析」と呼びます。

閲覧した記録が残る画期的なメディア

図1-1-1　通常のアクセス解析の仕組み

集計

分析ツール

サイト利用者

Web
ブラウザ

URLを入力
ログとして
送信履歴を出力

コンテンツを
要求

HTMLを
送信

Webサーバ

図1-1-2　アクセスログの例

まずは、マーケティング活動に欠かせない「タグ」が生まれた背景、そして、その
仕組や「タグ」の実体の概略を説明します。

Webマーケティングにおける
タグの役割

1-1

002 1　タグ＆タグマネージメント概論



図1-1-3　ログ集計サーバを使ったアクセス解析の仕組み

ログ集計サーバ

分析ツール

サイト利用者

HTML
〈ダグ〉

URLを入力
コンテンツを
要求

HTMLを
送信

閲覧履歴を
送信

ログとして
送信履歴を出力

集計

Webサーバ

　アクセスログによってWebサイトの利用実態が把握できるようになると、より高
度な分析結果が求められます。しかし、利用者の多いサイトではアクセスログの量
が膨大となるため、ログファイルの集約や集計に時間とコストがかかります。そこで、
これを効率化するために、HTMLの特性を利用することでWebブラウザがアクセ
ス解析を行うシステムに情報を送信する方法が生まれました。

　次のコードは「Googleアナリティクス」というアクセス解析ツールで利用する
タグです。ご覧のように<script>〜</script>というHTMLタグで囲まれています。
このHTMLスニペット（断片）の正式名称は「Google	Analytics	Tracking	Code
（Googleアナリティクスの計測用コード）」なのですが、いつしか「外部のサービ
スを呼び出すためのコード」が「タグ」と呼ばれるようになりました。

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||functi
on(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.
createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.
insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.
js','ga');

  ga('create', 'UA-123456-X', 'auto');
  ga('send', 'pageview');

</script>
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　このように、HTMLのタグを使って、Webサーバとは異なるサーバにアクセス
の履歴を送信して行うアクセス解析手法を「（HTML）タグ方式」と呼びます。現在
では、主要なアクセス解析ツールはタグ方式を採用していることもあり、事実上の
スタンダートとなっています。
　Webサイトの利用実績を記録・分析するサービスには、代表的なものとして
「Googleアナリティクス」「Yahoo!アクセス解析」「Adobe	Analytics」などがあり
ます。ページの閲覧数だけでなく、サイトに流入したユーザーが「資料請求」「商品
購入」といったサイトの目的に到着（コンバージョン）した数や割合・要因など、高
度な分析が行えます。

　タグ技術の発達によってマーケティングの可能性は大きく広がりました。アクセ
ス解析から始まったタグですが、今は広告の最適化やコンテンツのカスタマイズな
ど幅広い範囲で応用されています。次の項では、実際にタグが活用されている場面
を、その用途別に解説していきます。

　現在、一般によく使われているタグマネージメントのツールやサービスには次の
ようなものがあります。これから導入するのであれば、Googleタグマネージャを
選択しておけば間違いありません。

主なタグマネージメントツール

製品 ベンダー 国 タグ配信方式

UNITAG DAC 日本 コンテナ方式

eco-tag CCI 日本 コンテナ方式

ADPLAN OT オプト 日本 コンテナ方式

Google Tag Manager Google	Inc. 米国 コンテナ方式

Ensighten / TagMan Ensighten	/	TagMan 英国 コンテナ方式

Tealium iQ Tealium,	Inc. 米国 コンテナ方式

BrightTag ONE（Signal）
BrightTag（Signal） 米国 コンテナ方式／

サーバダイレクト方式Yahoo!タグマネージャー

TagKnight Fringe81 日本 コンテナ方式

Visionalist タグ連携機能 NTTコム	オンライン 日本 コンテナ方式

TAGエビス ロックオン 日本 コンテナ方式

ScaleOut Tag Management スケールアウト 日本 コンテナ方式

Adobe Dynamic Tagmanagement Adobe	Systems 米国 コンテナ方式
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インターネットのトリプルメディアと呼ばれる「オウンド（owned）メディア」「ペイ
ド（paid）メディア」「アーンド（earned）メディア」の違いと、それぞれにおけるタグ
の活用事例を紹介します。

　インターネットを活用したマーケティングでは「トリプルメディア」という表現
が使われます。企業が情報発信する時に使うメディアのうち、自社でコントロール
できるものを「オウンドメディア」、費用を払って情報発信するものを「ペイドメディ
ア」、信用や評判を得るものを「アーンドメディア」と呼びます。

インターネットメディアで
活用されるタグ

1-2

トリプルメディア＝オウンド＋ペイド＋アーンド

図1-2-1　トリプルメディア

料金を払って利用するメディア。
つまり、広告出稿のこと

・バナー広告
・リスティング広告
・インフィード広告

ペイドメディア
信用や評判を得るメディア。

現在では、実質的に
ソーシャルメディアのこと

・Facebook
・Twitter
・Instagram

アーンドメディア

自社で所有・運営し、
コントロールできるメディア

・自社サイト
・ブログ
・メールマガジン

オウンドメディア

005インターネットメディアで活用されるタグ

1-2



　オウンドメディアの代表は自社のWebサイトです。商品・企業を紹介する公式
サイトのほかに、ユーザーへのサポートサイト、キャンペーンのたびに立ち上がる
特設サイトなどがあります。また、自社で行っているメール配信もオウンドメディ
アといえるでしょう。
　オウンドメディアにおけるタグ活用例としては、アクセス解析のようにコンテン
ツを分析するほかに、ユーザーが閲覧するコンテンツをダイナミック（動的）に切り
替える「コンテンツ最適化（変更）ツール」が挙げられます。タグを利用して外部の
JavaScriptを呼び出すことで、利用者が閲覧するコンテンツの変更を行う仕組み
です。

オウンドメディアにおけるタグの活用

図1-2-3　コンテンツ最適化の流れ

利用者

コンテンツ最適化
ツール

〈ダグ〉

見た目が
変更された
コンテンツ

JavaScriptを要求

JavaScriptを配信

タグ入りの
コンテンツを配信

Webサーバ

1

2

3

図1-2-2　オウンドメディアの例
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　Webマーケティングで利用される主な最適化ツールには、次のようなものがあ
ります。

A/Bテスト
　「A/Bテスト」とは、複数のバリエーションのコンテンツを出し分け、実際にユー
ザーに利用してもらって、その効果を測るテスト手法のことです。特にWebサイト
の場合、テキスト、グラフィック、デザインなどのパターンを変えてコンバージョ
ンが高いものを採用するテストが一般的です。

ランディングページ最適化（LPO）
　「ランディングページ最適化」（LPO：Landing	Page	Optimization）とは、検索
や広告などからたどりついたユーザーに最初に表示される「ランディングページ」
を出し分けることです。検索キーワードなどの流入元情報によって、コンテンツや
見た目を変えます。

図1-2-4　
A/Bテスト

A
訪問者の50％にパターンAを表示

コンバージョン率

27%

B
訪問者の50％にパターンBを表示

12%

図1-2-5　
ランディングページ
最適化

検索エンジン

腕時計　男性

スーツに似合う腕時計特集

カートに入れる

検索エンジン

腕時計　女性

人気ブランドの腕時計特集

カートに入れる
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ターゲティング
　「ターゲティング」とは、ユーザーの行動履歴や属性などによってコンテンツを変
える手法のことです。

入力フォーム最適化（EFO）
　「入力フォーム最適化」（EPO：Entry	Form	Optimization	）とは、フォーム入力
の際に、手間や間違いを減らし、より短時間で正確に完了できるようにすることです。
フォーム入力はユーザーにストレスを感じて途中離脱することが多いため、入力項
目を最低限にする、入力欄に記入例を用意する、入力エラーをリアルタイムに表示
するなどの工夫を行います。

レコメンド
　「レコメンド」とは、閲覧した商品や過去に購入した商品、嗜好が似たユーザー
の情報などから、来訪者の好みに合った商品やサービスを推薦する手法のことです。

図1-2-6　
ランディングページ最適化

氏名

住所

電話番号

メール

山田太郎

東京都港区……

03-XXXX-XXXX
未入力です

図1-2-7　
レコメンド
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マーケティングオートメーションへの活用
　顧客（見込み）のWebサイトにおける行動によってメールを出し分けることで、
そのユーザーのステータスに合わせたメッセージを伝える「MA（マーケティング
オートメーション）」と呼ばれるツールも増えてきました。また、「CRM（Customer	
Relationship	Management：顧客関係管理）ツール」によっては、タグを使って
Webサイトの訪問を履歴として残しておく機能を提供しているものもあります。

図1-2-8　
ターゲティング

図1-2-9　マーケティングオートメーションの仕組み

行動履歴を
送信Webサイト

〈ダグ〉

サイト上の行動 顧客管理のデータベース

Aさんとの関係

○月　日 ： パンフレットを郵送

○月　日 ：　 　店に来店

○月　日 ： Webサイトに訪問

○月　日 ： 会員登録

行動を記録

施策実行ツール

顧客の状態に
合わせた
施策の実行

メール

WEB

電話

　このようなオウンドメディアの最適化・活用のために提供されているツールの多
くは、タグを使ってWebサイトとサービスを連携しています。

　ペイドメディアは、主に「広告出稿」を指しますが、さまざまなものがあります。
インターネットの広告は、対象となるメディアサイトに広告の掲載を依頼する「純
広告」、複数のメディアサイトを束ねて広告の露出を依頼する「アドネットワーク」、
成果報酬を基本とした「アフィリエイト」に大別できます。
　現在の広告サービスでは、単に指定された回数だけ露出するだけはなく、それが

ペイドメディアにおけるタグの活用
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図1-2-10　
ペイドメディアの例

（リスティング広告）

正しくクリックされたか、広告を閲覧してWebサイトに訪問したユーザーが購入や
サービス申し込みまでたどり着いたかといった「効果測定」が重要視されています。
ユーザーが広告をクリックしてランディングページに流入した回数、その流入から
発生したコンバージョンの回数を計測するためにもタグが使われています。

リマーケティング
　Webサイトを訪問したユーザーに対して、再度の訪問を促すために外部のサイト
に広告を露出する機能を「リマーケティング」と呼びます。サイトに訪問したこと
がある、つまりサービスや商品に対して興味を持っているユーザーに絞って広告を
露出できるため、より高いコンバージョンが見込めます。この機能でも、タグが使
われます。

図1-2-11　リマーケティングの仕組み

広告を配信

メディアサイト

広告

トップページ

〈ダグ〉

ゴールページ

〈ダグ〉

閲覧履歴を送信

遷移 遷移

コンバージョンを送信

分析ツール

クリック

広告サーバ
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動的リマーケティング（データフィード広告）
　購入プロセスの途中で離脱したユーザーに対して配信する「リマーケティング広
告」を、離脱段階の深度や購入しようと考えていた商品によってカスタマイズして
再度配信することを「動的リマーケティング」と呼びます。広告で紹介する商品や
サービスの情報を事前に広告ネットワークに提供（フィード）しておくことから「デー
タフィード広告」とも呼びます。

　リマーケティングをより精度高く行うためのサービスが「DMP（Data	
Management	Platform）」です。タグを利用して収集したWebサイトの行動履
歴からユーザーを分類（セグメント化）し、そのセグメントに応じて広告を出し分け
ます。また、購買したユーザの行動や属性を元に、そのユーザーに似たユーザーを
探して広告を露出する「オーディエンス拡張」という機能も提供しています。サイ
トでの行動データは、タグを使って収集するわけです。

　このように、タグはオウンドメディアとペイドメディアを連携させて、よりよい
広告をユーザーに見せることで広告の効果を高め、その結果として広告予算の最適
な利用につなげています。

　「アーンドメディア」とは、現在ではソーシャルメディア（SNS）のことであると考
えても問題ないでしょう。FacebookやTwitterといったソーシャルメディアでは、
公式アカウントが発信した情報の履歴（タイムライン）をサイトに掲載したり、ソー
シャルメディアのユーザーが簡単にコンテンツを評価・共有できるボタンを配置し

図1-2-12　動的リマーケティング

複数の商品の
概要を紹介

特定の商品の
詳細を紹介

特定の商品の
購入を開始離

脱

商品検索

離
脱

商品詳細

離
脱

購入手続き

サービスの
概要

検索した
商品の広告

閲覧した
商品の広告

カートに
投入した
商品の広告

離
脱

配信する広告

購入プロセス

特定商品の
説明がない

トップページ 購入
完了

ソーシャルメディアにおけるタグの活用
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たりできます。そういった機能も「ソーシャルプラグイン」という名称で、タグを使っ
て配信されています。

図1-2-14　ソーシャルメディア連携の仕組み

タイムラインを配信

共有ボタンを配置

〈タグ〉

共有！

■…………
■…………
■…………
■…………
■…………
■…………

SNS

　また、ソーシャルメディアもペイドメディアと同じように、特定の訪問者に絞っ
て広告を露出することができます。その情報収集にもタグが使われています。

　タグはWebのトリプルメディアを活用するためにも必要不可欠な存在なのです。
Webマーケティング関連のサービスが増え続ける中、これらのタグを適切に実装
することが成否を握る鍵といっても過言ではないでしょう。

図1-2-13　
ソーシャルメディアの例

（Facebook）
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タグの複雑化によって起きる課題

1-3

オウンド・ペイド・アーンドのトリプルメディアを活用するためにはタグの利用が欠
かせませんが、タグが増えてくることでさまざまな課題が発生するようになりまし
た。ここでは、タグの不適切な管理・実装が引き起こす問題を紹介していきます。

　Webサイトを利用したビジネスシーンにおいて、インターネット広告やアクセス
解析といったサービスを利用する場合には「タグ」と呼ばれるJavaScriptコード
を挿入します。つまり、タグとは、Webサイトに挿入することを前提に記述された
HTML（の一部分）であり、Webサイトから配信されたタグ入りのHTMLをWebブ
ラウザが読み込み、そのタグをWebページの一部として処理することで、外部に
存在するさまざまなサービスを呼び出します。

　タグが増え続けると、どのページにどんなタグが入っているのかがわからなくな
り、その管理が煩雑になってしまいます。それがどんな問題を引き遅くのか、1つ
ずつ見てみましょう。

タグによる外部サービスの呼び出し

図1-3-1　外部サービス呼び出しの概要

サイト利用者

HTML
〈ダグ〉

URLを入力

タグを実行

データの送信と
機能の要求

ソーシャル系

広告系 最適化系

解析系
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　タグが増え続けることで最初に挙げられる課題は、タグを実装するたびにHTML
ファイルも修正しなければならないということです。Webサイトの制作・管理を社
外の制作会社に外注している場合は、修正のたびにコストが発生します。また、「明
日から」などといったように突然のキャンペーン実施が決まったときに迅速な対応
が取れない場合もあります。
　ECやCMSといったシステムが絡んだWebサイトの場合には、HTMLレベルの
修正であってもシステム開発担当者が対応せざるを得ないことも少なくありません。
しかし、システムやコンテンツの管理者のタスクは多岐に渡り、緊急性の高いもの
から対応していくことになり、タグの変更や修正の優先順位が低くなってしまい、
対応できないということも起こりえます。

　HTMLファイルが大量に存在する場合には、全ファイルにもれなくタグを挿入す
るのが難しくなってきて、入れ忘れなどが発生する可能性が高くなります。タグが
正しく実装されないと正しく計測が行われないため、結果として、不正確な分析結
果から誤った施策を実行することもになりかねません。

　たとえば、利用するサービスによっては、「キャンペーン名」「商品名」「売り上げ情
報」といった付帯情報をタグのパラメータとして付与する必要があります。その部
分の出力をWebシステムのプログラムとして組み込むことが多く、その仕様設計

1. タグの利用ごとにHTMLの修正が必要になる

2. タグ実装の不備がデータ欠損を引き起こす

図1-3-2　一部のページにタグが組み込まれなかった場合

メディアサイト

広告
クリック

広告を配信

トップページ

〈ダグ〉

ゴールページ

〈ダグ〉

計算されない 計算されない

誤った分析結果

分析ツール

広告サーバ

遷移 遷移
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図1-3-3　タグの不備による影響

分析ツール

サイト利用者

○　さん
10000円の
売り上げ

HTML
ファイル

分析に役立つ
情報

HTMLを送信

中途半端なタグ

中途半端な分析変更
中途半端な分析変更 広告効果

測定

Webサーバ

売上金額‥‥不明
会員番号‥‥不明
行動履歴‥‥不明

や動作検証が不十分だと、タグを介してデジタルマーケティングサービスに適切な
情報が引き渡らず、結果として精度の低い分析やキャンペーンとなってしまいます。

　タグ1つ1つは小さいプログラムなのでサイトに影響を与える可能性は低いので
すが、それが数十・数百と重なると「ページの表示が遅くなる」「サイトの機能が動
作しなくなる」といった弊害が生まれるることもあります。また、タグの1つがネッ
トワークやJavaScriptのエラーなどで動作が終了したときに、それがWebページ
や他のタグの処理を妨害することもあります。

3. Webページの動作への影響
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　このように、不適切なタグ実装によって引き起こされるリスクは多大なものがあ
ります。そういった問題を解決するために生まれたのが、「タグマネージメント」と
呼ばれる考え方なのです。

図1-3-5　
タグの不具合がサイトの
脆弱性となる可能性

改竄や
ウイルスの

混入

情報漏洩

悪意ある
コンテンツ

個人情報

　先述したように、タグ自体がJavaScriptコードであり、Webサイトの一部とし
て動作します。もし悪意を持ったタグがWebサイトに実装されると、ユーザーの
入力した情報を盗み出したり、偽のコンテンツをユーザーに見せるといった悪用も
可能となります。また、ベンダーの管理するタグがウイルスに感染したことで、そ
のタグを挿入したWebサイトを閲覧することで感染が広がったという事故も過去
に起こりました。

図1-3-4　
タグの不具体が
Webページに影響を
与える

〈HTML〉

タグA

タグB

タグC

タグD

タグE

タグF

エラー発生 処理が止まる

処理に時間
がかかる

不完全に表示される何も表示されない
…
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「タグマネージメント」の登場

1-4

タグの増加がさまざまな混乱を招くことを説明しました。それを解決するために生
まれたのが「タグマネージメント」という考え方とツール・サービスです。ここでは、
タグマネージメントが生まれた経緯、主要なタグマネージメントが持つ機能を紹介
していきます。

　増え続けるタグを解決するために最初に生まれた解決方法は、タグをページに直
接記述するのではなく、外部のJavaScriptファイルを呼び出すためのJavaScript
コードを記述するという方法です。これは「ワンタグ」とも呼ばれる手法です。「コ
ンテナ」（箱）というマスタータグ（外部JavaScript）を用意して、複数のタグをまと
めて収めることから「コンテナ方式」とも呼ばれます。つまり、タグに変更があっ
た場合でも、呼び出される外部のJavaScriptを変更するだけで済むわけです。
　タグを挿入するときにHTMLファイルを修正する必要がなく、不要になった場合
にも簡単に削除ができるのでタグ管理の効率化できるのですが、「すべてのページ
に同じタグが配信される」「ページの内容を取得するようなタグへの対応が難しい」
といった課題は残ったままでした。

「ワンタグ」によるJavaScriptの一元管理

　それらのタグマネージメントの課題を解決するために生まれたのが「クライアン
ト方式」という手法です。外部のJavaScriptファイルをJavaScriptで呼び出すの
はコンテナ方式と同じですが、散在する情報を集約し、必要なタイミングでタグを
動作させることで効率的なタグの実行が可能となります。

「コンテナ」から「インテリジェントな器」への進化
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〈HTML〉

ページB

タグ

タグ

タグ タグ

タグ

タグタグ

タグ

タグ

タグ

タグ
タグ

タグ

タグ

タグ
タグ

タグ

タグ

タグ

タグ

タグ

タグ

タグ タグ

タグマネージャ
サーバ

ページによって
タグが最適化される

〈HTML〉

ページA

タグ タグ タグ
タグ タグ
タグ

タグ
タグ

図1-4-1　クライアント方式の概要

タグマネージメントツールでは、単にタグを配信するだけでなく、さまざまな機能
を提供しています。これらの機能は、特にWebマーケティングにおいて欠かせな
いものばかりです。

変数の共有
　Webページ内のさまざまな要素を「変数」という形で定義しておくことが可能で
す。タグがその情報を必要する場合、パラメータとして簡単に引き渡せます。

図1-4-2　
Webページに存在する
さまざまな要素

商品名や
商品番号

ページの
タイトル

設置した
広告ページの

URL

訪問元の
サイト

記事の作者や
カテゴリー

訪問開始の
ページ

コンバージョン
の有無

購入金額や
個数

ボタンの
クリック

タグマネージメントツールが有する機能
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エラー検知
　Webブラウザでエラーが発生した場合、それをサーバ側で検知するのは大変な
のですが、タグマネージメントツールによってはエラーが発生した時にタグを実行
することで状況の把握が行えるものもあります。

クリックなどのページ表示以外の計測
　WebサイトのゴールがPDFなどのダウンロードであったり、リンク先の管理外
のサイトなのでタグが実装ができないといった場合は、そのアクションが発生する
リンクをクリックしたときにタグを実行するということがあります。また、スマート
フォンサイトでは、電話をかけるためのリンクが用意されている場合もあります。
そういった計測を自分で開発するのは困難ですが、タグマネージメントツールが機
能を用意していることもあります。

図1-4-3　さまざまなユーザー行動を取得

分析ツール

サイト利用者

分析ツール より精度の高い分析

Webブラウザ

（スマホ）
電話をかける

資料ダウンロード

リンククリック

滞在時間

訪問●●

図1-4-4　タグマネージメントツールによるエラーの検知

Webブラウザ

サイト利用者

担当者

監視ツール

エラーが発生

不具合対応
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タグ構成のバージョン管理
　新たに追加したタグが不具合を起こしたときや過去に使ったものを再利用したい
ときなど、過去の状態に簡単に切り替えられるようにバージョン管理を行います。

動作検証
　設定したタグを本番公開する前に、どんなタグが実行されているかを確認するた
めのツールです。タグの配信ルールやページの変数の検証に利用します。

図1-4-5　タグのバージョン管理

更
新

バージョン1

アイテムの追加や変更

バージョン2

アイテムの追加や変更

更
新

バージョン3

アイテムの追加や変更

元に戻す

不具合が
発生

図1-4-6　Googleタグマネージャによる検証
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2017

3.1

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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