株式会社Faber Company

Special Report
２０１４年１１月 <<第１６号>>

Fabe r Company お客様 特別レポート11月号

今月の内容

SEO対策技術担当：矢萩浩之のSEO最新情報

▼ SEO対策技術担当：
矢萩浩之のSEO最新情報
------------------------------------

具体事例で解説
土日だけで順位アップできる内部SEO

▼ コンテンツSEO担当：
山田明裕のコンテンツ最新情報
------------------------------------

既存コンテンツをマネジメントする
方法【後編】サイトの階層構造（サイ
トマップ）の再構築

▼ 鈴木謙一の海外SEO最新情報
------------------------------------

手軽なSEO施策であっさりと検索ト
ラフィックを倍増させる方法

■ 具体事例で解説

土日だけで順位アップできる内部SEO
こんにちは。
Faber Company の矢萩です。
前回のニュースレターで紹介させても
らいましたが、私、SEO を 2004 年か
ら施工しているので、今年で SEO 歴が
11 年目です。
この 11 年 間、 若 手 SEO 技 術 者 のつ
もりでバリバリ仕事をしてきましたが、

ＮＥＷＳ
グループコンサルティング第14 期

最近では 20 代の社員からベテラン扱
いされてしまうところが、少し寂しいと
感じております（笑）

＜ 2014年 12月初回開催～募集スタート！＞

2010 年 10 月に 第１期 がスタートし、 次 回
の開催で第 14 期を迎える弊社グループコン
サルティング。
一 般 的 な コ ン サ ル ティン グ サ ー ビ ス の 報
酬 は 月 額 数 十 万 円 とな る ことも あり高 額
ですが、 弊 社グル ープコン サル ティング で
は、HP 改善 (PC/ スマホ )、PPC 広告運用、
SEO 施 策における、貴 社にとっての具体 的
な「処方 箋（いつ、どこを、どのように改善
すべきか）」を、月額６万円で得ることがで
きます。
また、グループでコンサルティングを受ける
ことにより、 他 社 の問 題 解 決 を 通じて、 自
社 の 問 題 解 決 のヒントを得 ることもあるで
しょう。詳しくは下記専用募集サイト、並び
に、同封の「グループコンサルティングのお
知らせ」をご覧の上、是非ご参加ください。

----------------------------------------【初回開催】
2014年12月15日(月)13:00～18:00
グループコンサルティング・第14期募集サイト
http://www.fabercompany.co.jp/
college/group-c.html

長年 SEO に携わって思うのですが、SEO の領域は広いですね。
サイト制作の知識（HTML や CSS）はもちろんのこと、お客様のサイトが CMS
で作られている場合、プログラムの知識が必要な場合もあります。
最近では、アクセス解析や文章作成を伴った SEO の需要が高まっていますの
で、どんどんいろんなことを学んで SEO に生かしていかなければなりません。
学ぶことが多くて混乱してしまいますね。
そこで今回を含め、しばらくの間ニュースレターでは土日に勉強できる簡単な
内部 SEO 改善方法を順序立てて解説していきます。
具体事例を元に内部 SEO の基礎を学んでいただくことで、今まで以上に SEO
に興味をもっていただければ幸いです。

グループコンサルティングにつきまして、
ご質問等ございましたら下記担当までお
問い合わせください。
＜担当：近藤、月岡、川合、小川＞
【TEL】03-5545-5230(平日9:30～18:30)
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イチから施策を紹介できるようにサイトを購入しました
SEO 事例を具体的に記載するために、個人的にサイト
を購入しました。

しかし、施工内容や方針は間違っておらず、普段はもっと
深く考えることを簡略化したレベルです。
ですので、その考え方を理解した上で、実際の業務では各
サイトに合わせ、もう少し施工を細かく深掘りしていただく
ことで実務に生かせることができると思います。

「サイトを購入？」というと、聞き慣れない方も多いか
もしれませんね。ネットには不要になったサイトを売
買するサービスがあり、日々様々なサイトが売り出さ
れています。
弊社でもサイト売買を仲介するサイト「サイトキャッ
チャー」を運営しており、そこで売り出されていたサ
イトを購入した形です。
購入したサイトは、以下です。

現状を把握し施策の方針を決めることが必要
はじめに、現状におけるサイトの流入検索キーワードと、ど
のテーマを攻めればアクセスを伸ばす事ができるのかを分
析します。
一言で言うと、このサイトのテーマの中で月間検索数が多
いキーワード群をいくつか見つけるという事です。この部分
の認識を間違ってしまうと、せっかく上位表示したのにアク
セスが思ったように増えないということが起きます。
※実際の施工では、アクセスだけでなく申し込み・成約に寄与するワー
ドかどうかも考える案件もありますが、今回は流入を増やすことを目
的とするため、そこは考慮しておりません。

作業自体は地味なデータ分析ですが、SEO の方向性を決め
る大切な作業です。
通常は、Google アナリティクスの検索流入ワードのデータ
を元に分析をするのですが、私が購入したサイトは Google
アナリティクスのデータがありませんでした。
初心者の為のバンド活動入門講座

サイト購入時に、私が Google アナリティクスのデータ保存

http://band-beginner.com/

をお願いしなかったので、前のサイト所有者の方がデータを

月間訪問ユーザー数：約5500 ユーザー
サイト内容 ： これからバンドを始めたい人が、どの
ように行動すれば良いのかを解説。ギターの練習法、
メンバー募集の仕方、エフェクターの選び方など。

不要だと思い削除してしまったのですね。
今回のサイト売買は金額が低かったので、注意事項をあま
り確認せずに取引してしまいました。本来であれば、こう
言うミスが生じないように、契約時には譲渡物などを含め、
念入りに確認した方が良いですね。

このサイトのアクセスを、SEO だけでどれくらいアク
セスを伸ばせるかについてチャレンジしていきます。

話をもどしまして、Google アナリティクスからの SEO 流入
データを知ることができないということで、Google ウェブ

冒頭で述べましたが、土日の限られた時間を使った

マスターツールの検索流入データを利用しました。

SEO 施策方法の紹介です。最低限やらなければいけな
いこと、施工対効果が高いことを中心に SEO 手順を説

前のサイト所有者が Google ウェブマスターツールを利用し

明しますので、私が普段業務で行っている SEO より簡

ていれば、そのサイトを私の Google ウェブマスターツール

略化されている部分が多々あります。

に登録することで、データを引き継ぐ事が可能です。
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図 1：検索流入ワードのデータを
ダウンロード

図１の「このテーブルをダウンロード」
を押すと、検索流入ワードのデータをす
べてダウンロードできます。
しかし、ダウンロードしたファイルは文
字コードが UTF-8 のため、そのままエク
セルで開くと文字化けしてしまいます。
そこで、ダウンロードしたデータの文字
コードを Shift-JIS へ変更することで、文
字化けせずにエクセルで開く事が可能に
なります。

図２：私はいつもテキストエディタ
ソフト「秀丸」（有料ソフト・
無料お試し期間有）を使い、
文字コードを変更しています

文字コードを変更後保存し、そのファイ
ルをエクセルで開くと下記の検索キー
ワードなどのデータを確認できます。

図３：検索キーワードが確認できれば
良いです

今回は Google アナリティクスの検索ク
エリデータが取得できないため、Google
ウェブマスターツールのデータを利用し
ていますが、Google アナリティクスの検
索クエリデータを利用できる場合は、そ
のデータをダウンロードしてください。
この時点で必要なデータは、検索流入
ワードのみです。
そしてこの図３のデータに対し、Google
月間検索数をプラスします。
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図 4：Google キーワードプランナー
http://goo.gl/HBgZgK

Google 月間検索数は、Google キーワー
ドプランナーを利用します。

図 5：図 4 に月間検索数を加え、検索
キーワードでソートします

検索キーワードでソートすると、キーワー
ドがざっくりグルーピングできます。図５
で言いますと、３行～８行目が「バンド人
数編成」に関する事、16 行目～ 22 行目
がパソコンを使った音楽制作「DTM」に
関する事、という検索ニーズがわかります。
現状知りたいことは、どのジャンルのワー
ドが一番検索流入を見込めるのか？なの
で、ざっくり知るだけでしたら、これだけ
でも知る事が可能です。

図６：グループ毎の月間検索数を把握

図６のように、
グループ「バンド人数編成」
に関する月間検索数は３行目～８行目を
足した値「1080」であり、
グループ「DTM」
は 16 行目～ 22 行目を足した値「6390」
です。
どちらのワードを SEO したら検索流入
を上げる事ができるのかというと、一
目瞭然、グループ「DTM」ですね。

ですので、記事の修正や追加を行う際は、「バンド人数編成」に関する記事よりも「DTM」関連の記事を中心に
施工すれば良いという方向性がわかります。
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この検索キーワードでソートしてグルーピングする方法の欠点は、その正確さに欠けるところです。キーワードだ
けでソートしている為、例えば「windows DTM」という検索ワードは DTM グループに入った方が良いのに、ソー
トだけではグルーピングされません。
ですので、時間がかかりますが、本来は目視でグループ分けをするのが一番良いです。そこで、目視でグループ分
けを行う際に、便利な方法を記載します。
図５のエクセルにある「検索キーワード」の列を、そのまま HTML 化し適当なサイトへアップします。
（図７ 左）
その後、FC2 キーワード出現率チェッカー ( http://seo.fc2.com/keywordrate/ ) を利用し、出現率の高いキーワー
ドを解析します。

図７：検索キーワードを HTML 化し適当
な URL へアップ。FC2 キーワード
出現率チェッカーを使い、
出現率の
高いキーワードを解析する。

FC2 キーワード出現率チェッカーで出力
されたキーワードは出現頻度が高い順位
付けがされますので（図７ 右）
、
キーワー
ドの全体像をつかむ事ができ、また、キー
ワードをグループ分けする際の目安にな
ります。
ちなみに、私がおもしろいと思ったのが、
24 位の「性格」です。実際に検索ワード
を確認してみると、メンバー間の性格に
関する悩みの検索ワードがありました。

図 8：「性格」に関する検索キーワード

バンドをする際に、
「性格」で悩む人が
一定数いるとは思わなかったので、驚
きですね。このような自分では予期し
ないキーワード群を発見できるのが、
SEO の楽しいところでもあります。

次は、図７右で出力した単語を元にグループ分けを行います。
１位から順にグループ分けしていくのですが、１位の「バンド」はグループ分けには適さない単語です。なぜなら、サイト
全体がバンドのことについて描かれているので、ほぼすべての単語がバンド関連なためですね。
ですので、こういう適さない単語は感覚で省いて行きます。２位の「ベース」、３位の「ギター」は、グループ分けに適し
ていると思われる単語ですね。
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図 9：エクセルのフィルターで「ギターと入力しただけで、
ギターに関するキーワードをフィルターできます。

図 10：グループ列を作り、そこにグループ名を追記

「ギター」でフィルターして出てきた単語をグループ
「ギター」に設定します。

次は、図７の４位「初心者」でフィルターします。

図 11：検索キーワードを「初心者」で
フィルター

すると、先ほどギターグループに所属し
ていたキーワードも出てきてしまいます。

「ギター・初心者」と記載

「ギター」と「初心者」、その両方が存在
する検索キーワードです。
その場合、図 11 のようにグループ名を「ギ
ター・初心者」にすることで、より詳細
に検索キーワードのグループ分けを行え
ます。
このように、複数グループに入る検索キーワードはその都度、グループ名を増やすことで、簡単にグルーピングの細分化
が行えますので便利です。
ただし、注意も必要です。
たとえば、
「ベース

ギター」という検索ワード。この単語は、エレクトリックベースの事のみを指しますので、
「ギター」でフィ

ルターしても出現しますが、グループは「ベース」だけで十分です。
このように、グルーピングは実際の検索単語を考慮し、若干の調整を加えて作業を行うと良いです。
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そして、実際に完成した表が 図 12 です

そうすると、
「ギター」
「ギター・エフェクター」というギター
に関連するグループ（キーワード群）の月間検索数が最も

図 12：検索ワードにグルーピングできないキーワードが
ある場合、現時点では空白でも構いません。後々
記事を修正・追加していく段階で、このグループ
分けは実際の記事に適したものに変更していくこ
とになります。

多い事がわかりますね。
つまり、今後サイト内の記事を修正したり、新規記事を
足したりする際には、ギター関連の検索キーワードから
SEO 施策すると、検索流入が増えやすい事がわかります。

SEOでやるべきことを決めるという作業
この時点では分析作業だけですので、SEO 効果は何も得
ていません。
しかし、SEO を行う前にどのワード群を施工すれば一番
SEO 効果が見込めるのかを把握することで、今後、迷わ
ずに施工に集中できるようになります。

最後にグループ毎の月間検索数を足した値を出します。

今回の例で言うと、まずはギター関連のワードを中心に
施工すれば、SEO 成果が大きくなりやすいと言うことがわ
かりましたね。

図 13：グループ毎の月間検索数を多い順にソート

このキーワード分析作業は作業量の大小はあるにしても、
大手サイトでも中小サイトでも、実際に行う施策です。
逆に、この分析を行わなければ、SEO 成果の目標も立て
ることができずに、行き当たりばったりの SEO になる可
能性が高まります。
ですので、まずは現状の検索流入ワードの分析と、SEO
に重点をおくべきワードを選択することが、SEO の第一歩
と言えます。
次回は、実際の作業に移り、内部 SEO について解説した
いと思います。
文責：矢萩 浩之
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コンテンツSEO 担当：
山田明裕のコンテンツ最新情報
■ 既存コンテンツをマネジメント

する方法【後編】サイトの階層構造
（サイトマップ）の再構築

こんにちは。Faber Company
の山田です。
今回の内容も非常にボリュー
ムがありますので、
30 分ほど
お時間を確保した上で読ん

■サイトの階層構造の最適化で機会損失を防ぐ
今回は、サイトの階層構造（サイトマップ）の再構築につ
いて説明します。EC サイトや不動産、美容・健康、メディ
アサイトなどの事業を運営されている方にとってはとても
重要なお話です。
サイトの階層構造とはページ同士の主従（上下）関係とお
考えください。トップページが社長だとすると、その下の
階層のページは部長、さらに下の階層のページは課長、
さらにその下の階層は係長…という風に会社の組織図に
非常に似ています。
日々、私たちは様々なサイトを閲覧していますが、階層構
造が最適化されているケースはなかなかありません。
「そ

で頂きたいです。

れってそんなに大切なの？？？」と感じられる方も多いかと

前回（第 14 号）は、低品質

あろうアクセス、ひいては売上を逃している可能性がある

コンテンツ対策について説
明しました。

思いますが、ものすごく重要です。なぜなら獲得できたで
からです。
・階層構造を最適化する目的

コンテンツマーケティング・コンテンツ SEO がブームとなり、 適切に情報が整理されたサイトは、ユーザーが欲しい情
コンテンツを量産しているウェブサイトが多数存在します。 報に迷わずにアクセスすることが出来ます。また、Google

がサイトの情報分析をする際に、コンテンツのテーマや専

しかし、コンテンツの品質管理が徹底されていないため
Google からペナルティを受け、アクセスが減少している
ケースを散見します。クライアントからも「外部リンクは
何もしていないのに、アクセスが 1/3 になってしまった…」
というようなご相談をよく頂きます。

門性の高さを評価することにも役立ちます。
つまり、ユーザーと Google にしっかりと評価されるよう
になることが階層構造の最適化の目的です。
・レシピサイトの階層構造を設計してみる
レシピサイトを例に説明しますね。以下の図１はレシピサ

自社のウェブサイト内に新規コンテンツを追加する前に、 イトの階層構造（サイトマップ）です。
必ず低品質コンテンツのチェックをしてくださいね。
［図1］

レシピサイトの階層構造
第二階層
第三階層

第四階層

一見、何て事のない階層構造です。
しかし、各ページが検索経由からどんなキーワードでアクセスを獲得するかという意図が明確です。
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このようにサイトの階層構造を構築していくプロセスでは
必ず「分類の壁」にぶつかります。その際に、よくやって
しまうのが「その他」という様なとりあえずのカテゴリを作
成し、そこに分類してしまう事です。これは一番やっては
いけないケースです。
「その他 レシピ」とは決して検索し
ませんよね？？？検索されないので検索経由からのアクセ
スは期待できません。つまり、検索されないキーワードを
カテゴリ名に設定する事は非常にもったいないのです。

ここで皆さんに質問があります。実家で食べるカレーライ
スは何料理でしょうか？インド料理でしょうか？それとも
和食でしょうか？ちょっと悩みますよね。

先のカレーライスの例だと、以下の図２のように「インド
料理」という第二階層の下に「カレー」という第三階層を
作成し、この下の第四階層に分類すべきですね。

［図2］

第二階層

第三階層

第四階層

このように分類すると、第二階層は「インド料理 レシピ」
第三階層は「カレー

レシピ」というキーワードで流入を

狙うことができます。
また、キーマカレーやチキンカレーなどの様々なカレーの
レシピ情報を充実させることにより、Google からカレー
に関するコンテンツの専門性の高さを評価してもらえる可
能性が高くなります。その結果、
「カレーライス レシピ」、
「キーマカレー レシピ」
「チキンカレー
、
レシピ」というキー
ワードが上位表示されやすくなり、流入が狙えます。
・パンくずリストで階層構造を Google に理解してもらう
階層構造をしっかりと構築したら、その事を Google に伝
える必要があります。そのために活用するのがパンくずリ
ストです。

1. ユーザーには、今自分がどこにいるかを知らせる。
2. Google には、サイト内にあるページの論理的構造
（ページ同士の主従関係、親子関係）を伝える。
論理的構 造をきちんと理 解させることでページ
同士の繋がりを把握し、より適切に各階層のコンテ
ンツが評価してもらえる。
前ページ図１のレシピサイトの「カルボナーラのページ」
のパンくずは以下のようになります。
レシピサイト HOME ＞ イタリア料理レシピ ＞ パスタレシ
ピ ＞ カルボナーラレシピ
パンくずリストが認識されると、検索結果の URL の代わ
りにパンくずリストが表示されます。

パンくずリストの目的は右記の２点です。
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■サイトの階層構造を再構築するプロセス

1. キーワードプランニングで階層構造を再構築する

階層構造やパンくずの重要性はわかって頂けたかと思いま 《 1-1：３種類の無料キーワードツール 》
す。それでは、これから皆さんのサイトの階層構造を再構 第 10 号 でも解説しましたが、ツールを活用したキーワー
築するプロセスを説明していきます。

ドプランニングについてもう一度解説します。
利用するツールは以下の３種類です。

＜目次＞
1. キーワードプランニングで階層構造を再構築する
1-1：３種類の無料キーワードツール
1-2：Google キーワードプランナーに調べたいキーワードを入力する
1-3：キーワードデータをダウンロードする

　　① Google キーワードプランナー
　　② 関連キーワード取得ツール
　　③ goodkeyword（第 10 号 での解説と変更点あり）

1-4：余分なデータを削除する
1-5：関連キーワード取得ツールで Google サジェストキーワードを抽出する
1-6：goodkeyword で Bing サジェストキーワードを抽出する
1-7：重複しているキーワードを削除する
1-8：収集したキーワードの月間検索数を調べる
1-9：キーワードを検索ユーザーの意図・欲求でカテゴライズする
2. 出来上がった階層構造に既存のコンテンツを割り振る
2-1：ウェブサイトエクスプローラーで既存コンテンツを抽出する
2-2：階層構造に既存コンテンツを割り振る

①

グーグルキーワードプランナー

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

各キーワードの月間検索数のリサーチ目的で利用します。
また、キーワードの推奨入札単価は PPC 広告において上位に表示させるための入札額の目安ですので、この入札価格が
高ければ高いほど SEO 難易度も高くなるのは当然の結果といえます。特に 1,000 円を超える場合は激戦と考えて間違
いありません。
②

関連キーワード取得ツール（サジェストツール）

http://www.related-keywords.com/

この関連キーワード取得ツールは、①の Google キーワードプランナーでは拾いきれないキーワードデータを取得する
ことができます。対象キーワードの教えてgoo と Yahoo 知恵袋の検索結果が出力される点も便利です。
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関連キーワードとは、以下の枠で囲った箇所のものです。 《 1-2：Google キーワードプランナーに調べたいキーワー
ドを入力する 》

皆さんも普段、検索していてこういったスダレのようにキー
ワードが自動で表示される場面が時々出てくると思います
が、ここに出てくるキーワードのロジックは、
・検 索者が一 緒に検 索している複合語（主に絞り込み
検索の際に使う語）
・このキーワードに言及している Web ページの中でよく
使われている言葉が出てくると考えられています。 　　
（Google の発表と当社の調査による所感）
キーワードプランナーにアクセスし、
「新しいキーワードと
ちなみにこの関連キーワードは、主軸となるキーワード、 広告グループの候補を検索」をクリックします。
この例では「脱毛」の後ろに a ～ z、あ～ん、１～９の組
み合わせが存在するのです。
これらをいちいち自分で検索ボックスに入力して調べるに
は時間がかかりすぎるので、どこかの親切な方が一発で
関連キーワードを取得できるツールをつくってくれました。

③ goodkeyword

②の関連キーワード取得ツールが Google 中心のキーワー
ドだったのに対し、Bing の関連キーワードを取得するこ
とができます。Google の関連キーワードとは違いがあ
るので、未発掘のキーワードを取得することができます。
goodkeyword でも Google のサジェストキーワードは取
得できますが、種類が少ないので注意してください。
また楽天サジェストも取得できるので EC サイトを運営
されている方には役に立つかもしれませんね。
（以前は
Yahoo の関連キーワードを取得できましたが、それがで
きなくなりました。）
それではこれらのツールの利用方法を具体的に説明してい

キーワードプランナーにアクセスし、
「新しいキーワードと

きます。今回の例は「脱毛」です。

広告グループの候補を検索」をクリックします。

11

《 1-3：キーワードデータをダウンロード
する 》
「キーワード候補」のタブをクリックする
と、脱毛に関するキーワードを抽出する
ことができます。そして、
「ダウンロード」
ボタンをクリックして、
このキーワードデー
タをエクセル形式で保存します。

《 1-4：余分なデータを削除する 》

←

キーワードデータだけを
残します。

←

サジェストキーワード
を最下部のセルから
ペーストします

保存したエクセルファイルを開き、キーワードデータだけ
を残しそれ以外の余計なデータは全て削除します。このエ 《 1-6：goodkeyword で Bing サジェストキーワードを抽
出する 》
クセルファイルは開いた状態のままにしておきます。
《 1-5：関連キーワード取得ツールで Google サジェスト
キーワードを抽出する 》

関連キーワード取得ツール
http://www.related-keywords.com/

に「脱毛」と入力

し、サジェストキーワードを抽出します。そしてこのサジェ
ストキーワードをコピーして、エクセルファイルのキーワー
ドの箇所に追加でペーストします。
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goodkeyword

http://goodkeyword.net/

で「 脱 毛 」 重複キーワードが削除できたら、CSV 形式で保存します。

と入力し Bing のサジェストキーワードを抽出します。

この保存した CSV ファイルを Google キーワードプラン

そして、先ほどと同様にエクセルにペーストします。

ナーにアップロードし、月間検索数を調べます。

《 1-8：収集したキーワードの月間検索数を調べる 》

←

サジェストキーワード
を最下部のセルから
ペーストします。
「キーワードの検索ボリュームを取得、またはキーワード

《 1-7：重複しているキーワードを削除する 》

を広告グループに分類」をクリック。

エクセルファイル内の重複しているキーワードを削除します。
重複しているキーワードの削除の方法ですが、
ファイル内を全選択 ＞データ＞重複の削除＞全て選択＞ OK
の順番で行います。
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「ファイル選択」をクリックし、先ほど保存した CSV ファ

2. 出来上がった階層構造に既存のコンテンツを割り振る

イルをアップロードします。そして、
「検索ボリュームを取得」
をクリックします。これで今まで集めてきたキーワードの 《 2-1：ウェブサイトエクスプローラーで既存コンテンツを
月間検索数がわかります。尚、一度に調べる事ができる 抽出する 》
キーワードの数は 800 が限度です。それを超える場合は
２回にわけて調べてください。

前回（第 14 号）でも解説しましたが、ウェブサイトエクス
プローラーはサイト内の全てのタイトルとその URL を抽出
することが出来る “ 完全無料 ” ツールです。

《 1-9：キーワードを検索ユーザーの意図・欲求でカテゴ
ライズする 》

以下からダウンロードすることができます。
http://www.umechando.com/webex/download.htm
使い方はすごく簡単です。

❷

❶

ウェブサイトエクスプローラーを起動させたら、①対象
サイトの URL を入力し、②開始ボタンをクリックするだ
けです。

になります。キーワードの横の数字が月間検索数です。階
層構造が完成すれば、パンくずも自ずと決まってきます。

サイト内の各ページを
クロールします。

←

テゴライズします。これがサイトの階層構造
（サイトマップ）

←

収集したキーワードをユーザーの意図・欲求・ニーズでカ

対象サイトのトップペー
ジが表示されます。

カテゴライズする際のツールは、マインドジェット社の「マ
インドマネージャー」という有料ソフト（30 日の無料試用
期間アリ）を利用します。http://www.mindjet.com/ja/

このように対象サイト内をクロールし情報を収集してくれ
ます。
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《 2-2：階層構造に既存コンテンツを割り振る 》
1-9 で作成した階層構造に 2-1 で抽出した既存コンテンツ
を割り振っていきます。

サイト内のクロールが終了するとこのポップアップ画面が
表示されます。
上図は脱毛サイトの階層構造の一部です。

❶

枠で囲った「アンダーヘア」の階層に既存コンテンツで割

❷

り振ることが出来る物を CSV ファイルの中から探します。
皆さんがコンテンツの割り振りをする際は、やりやすいと
ころから始めて頂いて構いません。

上部メニューの①「サイト内データ」のタブを選択し、
②「CSV 形式で保存」のボタンをクリックすると CSV ファ
イルで保存することができます。

上図は既存コンテンツリストです。枠で囲ったコンテンツ
は、アンダーヘアの 「VIO 脱毛」に関するものです。ですの
で、これをコピーして階層構造の該当箇所に貼りつけます。

CSV ファイルでサイト内の各コンテンツのタイトルとその
URL が一覧で抽出することができます。
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←

コンテンツリストから該当するものをコピーして貼り付ける。

このプロセスを行っていると、内容の重複や必要以上に分割しているため一つにまとめたほうが適切なコンテンツ、
新規制作すべきコンテンツが明らかになります。
必要以上に分割しているコンテンツで多いのは「●●●のメリット」
「●●●のデメリッ
、
ト」というものです。この場合、
「●
●●のメリット・デメリット」と一つにまとめたほうがユーザーにとって親切です。

←

←

V ライン脱毛に関するコンテンツが
２つある。タイトルから似た内容だ
と判断できる。一つにまとめた方が
ユーザーにとって親切な上に重複
コンテンツ対策になる。

「ハイジニーナ」や「ブラジリアンワックス」に
関する既存コンテンツは存在しなかった。なの
で、新規制作する必要がある。

■最後に
冒頭に記載した階層構造を最適化する目的をもう一度お
さらいします。
・階層構造を最適化する目的
適切に情報が整理されたサイトは、ユーザーが欲しい情
報に迷わずにアクセスすることが出来ます。また、Google
がサイトの情報分析をする際に、コンテンツのテーマや専
門性の高さを評価することにも役立ちます。
つまり、ユーザーと Google にしっかりと評価されるよう
になることが階層構造の最適化の目的です。
今回お話ししたサイトの階層構造の再構築は気の遠くなる
業務です。１人ではなく必ず２人以上で行ってください。
１人で行うと途方に暮れ、いつまで経っても終わりません…。
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しかし、無事にやり遂げる事が出来れば Google からも
ユーザーからの評価もバツグンに上がるはずです。
お客様から「階層構造を最適化したら、アクセスが 1.8 倍
になりました！」というご報告も頂いております。ちなみ
に階層構造を最適化するまでは新規コンテンツは一切追
加しなかった（できなかった？）そうです。
結局のところコンテンツは気合いと根性です。がんばりま
しょう！
次回は新規コンテンツの企画・制作方法について解説し
ます。どうぞお楽しみに！
文責：山田 明裕

鈴木謙一の海外SEO最新情報
■ 手軽な SEO 施策であっさりと
検索トラフィックを倍増させる方法
あっさりと１級に合格

あっさりとアクセスアップさせる方法
それでは本題に入りましょう。今回は、短時間の作業で
検索からのトラフィックをあっさりと倍増させる、とっても
手軽にできる SEO 施策を紹介します。短時間とは具体的
にいえば、利用するツールの操作に慣れている人であれば
それこそ２〜３時間で完了します。

こんにちは、Faber Company

このあと、そのやり方を詳しく説明するとして、もっと簡

の鈴木謙一です。

略化した手順を僕の友人に説明しあっさりと実践しても
らったところ、わずか１か月半ほどでこんな成果が出まし

今回も、
恒例となった息子の

た。検索順位と検索結果での CTR（Click Through Rate、

スイミング話から始めます。

クリック率）が上昇しています。

１級に昇級してから、
彼はがぜ
んやる気が出て……、といい
たいところなのですが、現実
はその反対で意気消沈です。
というのは、すでに１級で練習している子たちとのレベル差
にひどく劣等感を感じてしまい、レッスンに行くのを嫌がり、
しまいには怖くて泣き出してしまう始末です。
もともと本人の希望ではなく、親の僕がスポーツをさせたく、
自分自身が水泳が得意だったこともあり、スイミングをや
らせたのです。ここまでよく頑張ったのは事実で、泣くくら
いなら無理していく必要はないと最終的には休ませました。
１回休んだことで気が落ち着いたのか、翌週のレッスンは

【 投資系メディアサイトで実践した成果 】
検索順位と CTR の上昇
キーワード A
・検索順位 : 6.4 位 ⇒ 2.9 位
・CTR: 25％ ⇒ 32％
キーワード B
・検索順位 : 5.1 位 ⇒ 1.0 位
・CTR: 21％ ⇒ 50％
キーワード C
・検索順位 : 2.7 位 ⇒ 1.0 位
・CTR: 28％ ⇒ 40％

何ごともなかったかのようにいつものように参加しました。
そして、１級になってから２回目の泳力テストの日がやって
きました（２か月ごとにレベルアップのためのテストがある）
。
１回目は当然不合格でした。２回目もまず不合格だろうと
僕も本人も期待はしていません。
ところが、レッスンから帰ってきた息子は「たぶん合格した
と思う」と言うではありませんか。
その日の夜にメールで結果が届きます。
果たして結果は、なんと合格です。クロール 25 ｍのタイム
は１回目のテストから12 秒も縮めていました（
「１回目がど
れだけ遅かったんだ」という言い方もできますが）
。

キーワード D
・検索順位 : 2.3 位 ⇒ 1.1 位
・CTR: 28％ ⇒ 46％
キーワード E
・検索順位 : 7.6 位 ⇒ 3.3 位
・CTR: 16％ ⇒ 32％
キーワード F
・検索順位 : 2.6 位 ⇒ 2.2 位
・CTR: 16％ ⇒ 24％
※データは、Google ウェブマスターツールの検索クエリレポートから取得。
「検索順位」は「平均掲載順位」のこと

「怖い、行きたくない」と弱音をはいていたくせに、あっさり
と合格です。何はともあれ、
「おめでとう、我が息子よ」です。
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検索順位と CTR が上昇した結果、Google 検索からのアク
セス数は１日200アクセスから350アクセスに増加しました。
つまり、
１日の検索トラフィックが1.5 倍に増加したわけです。
この方法は決して検索エンジンの裏を突いた姑息な手段で
はありません。正真正銘の正攻法です。
それでは詳しい説明に入りましょう。

ランキングとクリック率を上げるあっさりやれる
SEO 施策の概要

気付いていなかった、価値あるロングテールキー
ワードをウェブマスターツールで見つけ出す
Google ウェブマスターツールの検索クエリレポートを利用
して、あなたがその価値に気付いていなかったロングテー
ルキーワードを見つけ出します。そして、そのキーワード
での検索順位と検索結果での CTR を上昇させます。

1. 「検索クエリ」の「上位のクエリ」レポートを見る

【 前提条件 】
この方法で成果を出すためには次の４つの条件を満たして
いる必要があります。
・ Google ウェブマスターツールを導入済みである
・ ウェブマスターツールのひと通りの使い方を知っている
・ サイトの運用を始めてから３ヶ月以上経過している
・ “ それなりに ” 質の高いコンテンツがある
残念ながらこれらの条件を満たしていなければ、満たして
から挑戦してください。

【 施策のプロセス概要 】
施策のプロセスの概要は次のとおりです。
1. Google ウェブマスターツールの「検索クエリ」レポート
で “ 再 ” 最適化するキーワードを見つける
2. 再最適化するページの title タグや meta description タグ
などのサイト内要素を改善する
3. コンテンツを増やしながら１と２を繰り返す
ひょっとすると手間のかかる作業のように見えたかもしれ

検索クエリのデータの項目を簡単に説明します。
・表示回数
検索結果に表示された回数。検索結果の８ページ目に出ていた
としてもユーザーが検索結果をめくっていき、８ページ目を閲覧
すればカウントされる。

・クリック数
検索結果に出たあなたのページをクリックした数。つまり、アク
セス数。

・CTR
検索結果でのクリック率。
表示回数に対するクリック数のパーセンテージ。

ません。しかし、数時間の取り組みで本当に実行できます。
・平均掲載順位
最上位に表示された URL の平均順位。１つのキーワードで複数
のページが表示されたとしても、いちばん上だけが対象になる。

詳しくはヘルプを参照してください
（ http://goo.gl/mGBEZY ）
。
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2. 対象期間を最大の過去 90 日に設定する

「目的」はあなたがサイトを運営する目的です。購入だったり、
申し込みだったり、会員登録だったり、ダウンロードだったり、
そうしたサイト運営の目的の達成に大きく関わるクエリに焦
点を当てます。
たとえば、
「Twitter エラー 410」というクエリで僕のブログ記
事が１ページ目に表示されています。しかし SEO とは無関係
なこのキーワードで検索するユーザーがブログのリピーターに
なってくれるとは僕には思えません。したがって、
このキーワー
ドでさらに上位を目指そうとは思わないし、新たなコンテン
ツを作ろうとも思いません。僕にとって価値あるキーワードと
は、僕のブログ記事を読むことで問題が解決し、それを繰り
返すことで僕のファンになってくれる人を増やしてくれそうな
キーワードです。

右上にあるカレンダーの始まりの日付をクリックし、データ
の対象期間を広げます。
（選択できない日付はグレーになっ
ている）
。最大の過去 90 日まで遡ります。
期間を最大まで伸ばすのは、このあと実行する作業で利用
するデータは短期間だと信頼性に欠けるためです。
なお、90 日以前のデータを検索クエリレポートは取得でき
ないので、定期的にダウンロードして保存しておくといいで
しょう。また CSV 形式でダウンロードしたファイルは Excel
では文字化けします。エディタで開き、Shift_JIS に変換す
ると正常に開けます。Google スプレッドシートでは文字化
けは発生しません。

3. 質が高いクエリの状況を把握する

・自分のビジネスとオーディエンスを理解する
若干話がそれるかもしれませんが、質が高いクエリを考える
うえで大切なことに触れておきます。それは自分のビジネス
とオーディエンスを理解することです。オーディエンスとは、
自分が対象とする顧客、あなたがサイトに訪問してほしいユー
ザーと考えてください。
次のことをぜひ時間をとって考えてみてください。
　　・ ウェブサイトとビジネスのゴールは何か
　　・ どういった属性をターゲットにしているか
　　・ オーディエンスの目的は何か
　　・ オーディエンスの目的は自社のゴールと合致しているか
　　・ 検索キーワードがコンテンツと合っているか
自分のビジネスとオーディエンスを理解することで、自分が
取るべき SEO の戦略が明確になります。

次に、“ 質が高い ”クエリの状況を把握します。

質が高いクエリの状況把握に戻ります。

質が高いクエリとは何かを定義しておきましょう。
「クエリ」は

検索クエリレポートをクリック数の多い順に並べ替えます。

「キーワード」と置き換えてもらって構いません。
・質が高いクエリとは
「ユーザーがサイトに満足し、あなたの目的の達成が可能な
クエリ」のことです。あなたのサイトのコンテンツをユーザー
が気に入ってくれ、
（将来的にであっても）コンバージョンに
繋がるトラフィックを生み出すクエリです。
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もっとも、標準で、クリック数の多い順に並んでいるので
操作は不要です（
「クリック数の多い順に並んでいることを
確認する」のほうが適切ですね）
。
クリック数はサイトへの訪問の証拠です。訪問数が多いキー
ワードから優先して状況を分析していきます。
次を分析します。
　　・ トラフィックを期待しているクエリか
　　・ 質の高いトラフィックといえるか

4. パフォーマンスが悪いクエリを見つける
次は、パフォーマンスが悪いクエリを見つけます。
「パフォー
マンスが悪い」クエリとは、
いいキーワードなんだけれども、
期待したほどにはアクセスアップに結びついていないクエリ
のことです。
検索クエリレポートを、表示回数の多い順に今度は並び替
えます。

　　・ そのクエリに対して検索結果で適切に表示されているか
あなたが検索トラフィックを期待していてかつ質が高いキー
ワードの「クリック数」と「CTR」
、
「平均掲載順位」をメモ
しておきます。
そのキーワードをクリックすると、どのページが検索結果
に表示されたのかがわかります。たとえば、僕のブログの
検索クエリレポートで「過去のサイト」というキーワードをク
リックすると、そのキーワードで表示されたページの URL
がわかります（サイト内の複数のページが表示されていたら
複数の URL が出てくる）
。

「表示回数」のカラムをクリックすると表示回数の多い順に
並び替わります（うっかりもう１度クリックすると少ない順に
並んでしまうので、もしそうなったらさらにもう１度クリック
する）
。
次の条件に該当するキーワードを見つけます。
　　・ 平均掲載順位が高いのに CTR が低いキーワード
　　・ 平均掲載順位が 11 〜 15 位くらいのキーワード
　　・ 平均掲載順位が７〜 10 位のキーワード
・平均掲載順位が高いのに CTR が低いキーワード
検索順位が高いにもかかわらず、CTR が低いということ
は本来得られるはずの検索流入を逃している可能性が大

このページの URL も記録します。そのキーワードでやって
来たユーザーの要望を満たすページであるか、ゴール達成
に貢献するページであるかどうかをあとで考察します。
「そのクエリに対して検索結果で適切に表示されているか」
とは、ざっくりいうと検索ユーザーの目にとまり、クリック
したくなるように表示されているかどうかです。詳しくは後
ほど説明します。
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です。たいていは、タイトルやスニペットに問題があります。
のちほど詳しく説明します。

・平均掲載順位が 11 〜 15 位くらいのキーワード

・検索結果の適切な CTR

検索順位が 11 位以下ということは、すなわち検索結果の

検索順位ごとの CTR はどのくらいであれば高い、あるい

２ページ目に表示されていることを意味します。検索結果

は逆に低いといえるのでしょうか。

の１ページ目と２ページ目ではアクセス数に大きな開きが
あることは説明するまでもないでしょう。あなたが検索結

現在の Google の検索結果には、ユニバーサル検索やリッ

果をめくって 2 ページまで見る頻度がどのくらい多いかを

チスニペット、アンサーボックス、ナレッジグラフさまざ

思い出してみてください。11 〜 15 位くらいであれば、10

まな形態があります。これらはユーザーのクリックに大き

位以内に上げられるチャンスはかなり高いはずです。何と

な影響を与えます。

かして 10 位以内に入れるようにします。
また検索意図のタイプによっても CTR は変わってきます。
・平均掲載順位が 7 〜 10 位のキーワード

たとえば「海外 SEO」と検索したユーザーの多くは僕のブ

同じように、検索結果が７〜 10 位くらいのキーワードも１

ログを探していると考えられるため、CTR は必然的に高く

位とはいわないまでも、もう少し順位を上げる努力をしま

なります。

す。検索順位が上がれば上がるほど、CTR も上がります。
つまりアクセス数が増えます。
たとえば、
「robots.txt」というキーワードでの僕のブログ
の直近の 90 日間のデータは次のようになっています。
　　・ 表示回数 : 2,422 回
　　・ クリック数 : 72 回
　　・ CTR: ３%
　　・ 平均掲載順位 : 7.0 位

検索結果１位ということも手伝い、CTR は 73% です。
一方で、
「404 エラー」は２位であるにもかかわらず CTR は
７% です。１位と２位の差を差し引いたとしても、まったく
高くはありません。

「robots.txt」は SEO 関連のキーワードとしては比較的ビッ
グキーワードです。このキーワードで僕のブログは長年の
間、１〜３位でした。安定したアクセスをもたらしていた
稼ぎ頭のキーワードです。しかし今は順位が７位にまで下
がり、CTR はわずか３% です。テコ入れすれば、再び上位
表示して、またアクセスを稼いでくれるでしょう（コンテン

サイト名や社名を指名したブランド検索（ナビゲーショナル
クエリ）ではない、一般的なキーワードでのクエリの検索
結果におけるだいたいの CTR は次のようになります。

ツを書き直したいと常々思いつつも、思っているだけの状
態がずっと続いています）。
パフォーマンスが悪いクエリを見つけ、その CTR と検索
順位の改善に優先的に取り組むことで検索トラフィックを
増やすことがここでの狙いです。もちろん、そのクエリで
表示されるページもあわせて記録してください（すでに説
明したように、キーワードをクリックするとどのページが
そのキーワードで表示されたのかを調べられる）。
ただしあくまでも目安です。同時に表示されている他のペー
ジによっても大きく変わってきます。いずれにしても、こう
した目安よりも CTR が著しく低いキーワードはパフォーマン
スが悪いクエリの候補となります。
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検索結果の順位ごとにおける CTR 調査データがあります。 title タグや meta description タグにそのキーワードがもし
興味があれば参考にしてください。

含まれていなければ含めます。目的は２つあります。

　　・ ht tp://goo.gl/ VgeHVZ

　　・ ランキング上昇　　　・ 視認性アップ

　　・ ht tp://goo.gl/y3GHEu
　　・ ht tp://goo.gl/rKNz8y
・ロングテールキーワードを狙う
質の高いクエリにしても、パフォーマンスの悪いクエリにして
候補に入れるキーワードは「ロングテールキーワード」です。
ここでいう、ロングテールキーワードとは、必ずしも語数が
多い複合キーワードとは限りません。もともと、ロングテー
ルキーワードは、検索ボリュームが少ないけれど確実に検
索されるキーワードを指します。語数が多いほど検索ボ
リュームが少なくなる傾向にあるため、
「ロングテール ＝ 複
合キーワード」と理解している人が多いのですがそうでは
ありません。１語であっても、検索数が少ない、言い換え
れば需要が限られているキーワードはロングテールです。
競合が激しいキーワードは、このあと説明する施策くらい
では簡単にはランキングはあがりません。したがって競争
が比較的ゆるいキーワードを狙います。
「サイトの運用を始めてから３ヶ月以上経過している」
「“ そ
れなりに ” 質の高いコンテンツがある」を最初に条件として
挙げた理由がここにあります。サイトの運用歴が短かったり、
コンテンツの量が不十分だったりすると、クエリデータが足
りずに最適化するキーワードが見つかりづらいのです。

title タグに検索キーワードが含まれることはプラスに作用し
ます。以前ほどの効力は失いましたが、title タグに含まれ
るキーワードは依然として重要です。
ま た title タグと、 ス ニ ペット に 使 わ れ や す い meta
description に検索キーワードが含まれると、検索結果では
太字で表示されます。ユーザーは自分が検索ボックスに入
力した言葉を探します。その言葉が太字で表示されれば、
より視線を集めます。つまりクリックされやすくなります。
キーワードは可能な限りtitle タグに追加したいところです。
しかし title タグは長すぎると検索結果では途中で切れて
しまいます。残りが見えなくなることで逆に CTR が下がっ
てしまうかもしれません。ユーザーに読ませたい部分は
28 文字目くらいまでに収めるようにします。
また、新たなキーワードの追加と引き換えに削るキーワー
ドが出てくる場合があります。そのときは、その削るキー
ワードでのトラフィックがなかったかどうかを確認してくだ
い。そのキーワードを含んだ検索での順位が下がってしま
うことがあり得ます。
meta description タグはランキング指標としては利用さ
れません。しかし title タグの変更が難しいときは meta
description タグにそのキーワードを含めます。それだけで
も十分効果があります。先ほど説明したように、太字で表

“ 再 ” 最適化
ここまでで、最適化の対象にするキーワードと対象にする
ページが判明しました。次は、トラフィクをさらに増やし、
ユーザー体験を向上させるための改善です。

示されることでユーザーの気を引くことができるからです。
一般的にいって、重要なキーワードは文の先頭に配置した
ほうがいいでしょう。前から読むので見つけてもらいやす
くなります。

具体的には次の４つを改善します。

title タグや meta description タグにキーワードを追加す

　　・ title タグ　　　　　・ meta description タグ

ているかもあわせて確認してください。実際にそのキー

　　・ コンテンツ追加　　・ 内部リンク

ワードで検索してみて、同じページに出てくる他のページ

るついでに、ユーザーがクリックしたくなるように書かれ

のタイトルとスニペットがどのようになっているのかを必ず
・title タグ・meta description タグ
対象にしたキーワードが title タグと meta description タ

チェックします。キャッチーなタイトルや興味をそそるスニ

ペットは CTR アップに大きく響きます。ライバルサイトより
グに含まれているでしょうか？ トラフィックを生んだのに、 も魅力的に映るように工夫しましょう。
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・コンテンツ追加
そのキーワードで検索したユーザーの「検索意図」にマッ
チしたコンテンツを提供できているかどうかを考えます。
そのキーワードで訪問したユーザーの疑問や悩みを解決
できているでしょうか？ そのキーワードで訪問したユー
ザーが満足させられるでしょうか？ もし解決できていな
い、満足させられていないと感じるならコンテンツを追加
または修正します。
場合によっては、新たにページを作ってもいいでしょう。
たとえば、僕のブログ記事が「JSON-LD」というクエリで

まとめ
文章で説明すると長くなり、面倒そうに感じたかもしれま
せん。しかし実際には、最初に言ったように手順はとても
シンプルです。
1. ウェブマスターツールの検索クエリレポートで、検索
　　 順位・CTR を上げたいキーワードとページを見つける
2. title タグや meta description タグにそのキーワード
　　 を追加する
3. コンテンツを少し追加する
4. 内部リンクを張る

今上位表示しています。この原稿を書くために、検索クエ
リレポートを見ていて気づきました。
「JSON-LD」で検索す
るユーザーは、
「JSON-LD とは何なのか」、
「JSON-LD はど

これを繰り返します。

う使えばいいのか」をきっと知りたがっているはずです。
僕自身が、そういう意図で検索したことが過去にありま

あっさりとできそうですよね。さっそく挑戦してください。

す。ところが、僕のブログ記事はその検索意図をほとんど
満たせていません。そこで、僕は近いうちに「JSON-LD 」 なお、Fetch as Google の使い方を知っているなら、更新
の包括的な記事を書くことを考えています（前回紹介した をいち早くGoogle に知らせインデックス（検索結果）に
「フラッグシップ・コンテンツ」として仕上げるつもりです）。 反映させるために、Fetch as Google のあとに「インデッ
クスに送信」を実行しておくといいでしょう。
もっとも手間をかけられるなら新規作成が好ましいのです
が、そこまでする必要はありません。まずはそのキーワー

ちなみに、１級にも合格した息子は、スイミングにあっさ

ドに関する、もう少し詳細な情報を２〜３段落追記するだ

りと終止符を打ち、10 月から新たにテニスに挑戦です。

けでも十分です。すぐに実行できることから始めましょう。 目指すは錦織圭？
文責：鈴木 謙一
・内部リンク
関連性があるサイト内の別のページから、そのキーワード
をアンカーテキストにした内部リンクを張ることも効果的
です。競合が激しくないロングテールキーワードであれば、
これだけでも効果が現れるでしょう。
ただしむやみやたらとリンクすることは絶対に避けてくだ
さい。ユーザーにとって価値のあるリンクであることが絶
対条件です。Google が評価したいリンクは、そこにある
ことに意味があり、ユーザーがクリックするリンクです。
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◆ ホームページの反応率の低下
◆

ＰＰＣ広告費の高騰やパフォーマンス低下

◆ ＳＥＯに関するトラブル
など、お困りの事がございましたら、下記までご連絡ください。
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