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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

今月の内容

ＮＥＷＳ
グループコンサルティング第14 期
＜ 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

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)

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、
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）

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。

■ 具体事例で解説
土日だけで順位アップできる内部SEO
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初心者の為のバンド活動入門講座

http://band-beginner.com/

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。

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。

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。

サイト購入時に、私が Google アナリティクスのデータ保存
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
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。

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
マスターツールの検索流入データを利用しました。

前のサイト所有者が Google ウェブマスターツールを利用し
ていれば、そのサイトを私の Google ウェブマスターツール
に登録することで、データを引き継ぐ事が可能です。

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。

「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。

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。

冒頭で述べましたが、土日の限られた時間を使った
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
明しますので、私が普段業務で行っている SEO より簡
略化されている部分が多々あります。

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

現状を把握し施策の方針を決めることが必要
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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。

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。

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。

図 1：検索流入ワードのデータを
　　　ダウンロード

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

図３：検索キーワードが確認できれば
　　　良いです
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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。

図６：グループ毎の月間検索数を把握

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

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 4：Google キーワードプランナー
　　   http://goo.gl/HBgZgK

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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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。

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。

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。
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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」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。

次は、図７の４位「初心者」でフィルターします。

「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。

図 10：グループ列を作り、そこにグループ名を追記  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 11：検索キーワードを「初心者」で
　　　  フィルター

「ギター・初心者」と記載
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最後にグループ毎の月間検索数を足した値を出します。

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。

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
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。

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。

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。

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

SEOでやるべきことを決めるという作業

図 13：グループ毎の月間検索数を多い順にソート

そして、実際に完成した表が 図 12 です


