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。

20

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。

担当：近藤、月岡、川合、小川
ＴＥＬ：０３-５５４５-５２３０（平日９：３０〜１８：３０）
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