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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
で頂きたいです。

前回（第 14 号）は、低品質
コンテンツ対策について説
明しました。

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、
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。

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。

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、
必ず低品質コンテンツのチェックをしてくださいね。

  ■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
れってそんなに大切なの？？？」と感じられる方も多いかと
思いますが、ものすごく重要です。なぜなら獲得できたで
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
からです。

・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。

・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
イトの階層構造（サイトマップ）です。

■ 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

コンテンツSEO 担当 ：
山田明裕のコンテンツ最新情報

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。

レシピサイトの階層構造
［ 図 1 ］ 
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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。

パンくずリストの目的は右記の２点です。

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。

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。

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。

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。

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。

第二階層

第三階層

第四階層

［ 図 2 ］ 
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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。

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。

  ■サイトの階層構造を再構築するプロセス

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
す。それでは、これから皆さんのサイトの階層構造を再構
築するプロセスを説明していきます。

　①　グーグルキーワードプランナー　　https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner 

　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/

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 》
第 10 号 でも解説しましたが、ツールを活用したキーワー
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。

  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）

＜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
1-4：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
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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。

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）

ちなみにこの関連キーワードは、主軸となるキーワード、
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。

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
きます。今回の例は「脱毛」です。

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
広告グループの候補を検索」をクリックします。

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
広告グループの候補を検索」をクリックします。

《 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 》

　③   goodkeyword
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《 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 》

「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。

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
クセルファイルは開いた状態のままにしておきます。

《 1-3：キーワードデータをダウンロード
する 》

《 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。

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。

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

《 1-6：goodkeyword で Bing サジェストキーワードを抽
出する 》

←
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重複キーワードが削除できたら、CSV 形式で保存します。
この保存した CSV ファイルを Google キーワードプラン
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 》

「キーワードの検索ボリュームを取得、またはキーワード
を広告グループに分類」をクリック。《 1-7：重複しているキーワードを削除する 》

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。

←
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。

goodkeyword http://goodkeyword.net/  で「 脱 毛 」
と入力し Bing のサジェストキーワードを抽出します。
そして、先ほどと同様にエクセルにペーストします。
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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
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
月間検索数がわかります。尚、一度に調べる事ができる
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。

《 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 》

収集したキーワードをユーザーの意図・欲求・ニーズでカ
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）
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。

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/

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 》

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。

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。

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。

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。

❶❷

←

←

対象サイトのトップペー
ジが表示されます。

サイト内の各ページを
クロールします。



15

《 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。 

上図は脱毛サイトの階層構造の一部です。
枠で囲った「アンダーヘア」の階層に既存コンテンツで割
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。

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。

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。

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。

❶
❷
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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。

　■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…。

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

←
←

←

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。

「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。

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。


