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はじめに

ス マートフォンやタブレットなどが普及し、検索のニーズは増すばか

りです。検索エンジンもそれに応えられるように日々進歩していま

すが、一方で、本質的ではないテクニックや間違った知識でSEOを行い、

Googleからペナルティを受けるケースも見られます。

「<title>タグにキーワードを入れる」「<meta>タグにキーワードを入れる」など

SEOの内部対策は、テクニックばかりが注目されがちです。HTMLをいじるこ

とが内部対策で、あとは外部からリンクを集めればSEOは完了だと考えていま

せんか？

実は、内部対策の一番大切なポイントは「どんなキーワードを使ってどうい

う構造のサイトを作るのか」、そして究極的には「どういう姿勢でサイトを作

るのか」にあるのです。

もし、皆さんが「サイトを使って商品を売ろう」「自分のコンテンツを見ても

らおう」「サービスを利用してもらおう」といった自分や会社の都合ばかりを

考えているなら、その時点で内部対策としては失格です。

SEOの内部対策はお客さんの目的を実現することから始まります。お客さんが

どんな気持ちで検索するのか、その気持ちを満たすにはどんなサイトで、ど

んなコンテンツを用意すればいいのか。検索エンジンを挟んでお客さんとや

りとりするのがSEOなのです。

本書はWeb担当者や企業のWebマーケティングチームが自ら、SEOを実践し、

集客に役立てていただくための本です。「いちばんやさしい」のはもちろん、

現時点で知っておくべき必要なことをすべてカバーするように気を付けて作

りました。SEOに不可欠なサイトの裏側の技術面については、「これをエンジ

ニアに渡せば大丈夫」と言える付録も作りました。本書がWeb担当者の皆さ

んのお役に立てれば幸いです。

2014年2月

著者陣を代表して　安川洋
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ポイント

21

靴下専門サイトなど、専門性の高いサイトはテ

ーマが明確なのでSEO効果も出やすい傾向にあ

ります。サイトのテーマはページで使われてい

るキーワード、どんなサイトからリンクされて

いるか、しているかのリンクも指標として使わ

れています。そのためGoogleのオートコンプリ

ート（32ページ参照）で出てくる関連キーワー

ドをページ内で使ったり、自分のサイトと同テ

ーマのサイトとリンクし合ったりしてテーマ性

を高めましょう。もしまったくテーマの違う複

数の商材をたくさん扱っている場合（靴下と化

粧品など）はサイトを分けた方がいいでしょう。

サイトのテーマを明確にする

サイトの構成は
テーマ性を意識して考えましょう

［サイトのテーマ性］

テーマ性を高めるためには、関連したページを

配下に置く構造にしましょう。例えば習い事サ

イトにおいて「ピアノ教室」で上位を狙いたい

場合、配下にピアノに関連したあらゆるページ

が必要です。エリア一覧はもちろん、教室ラン

キングやコラム、用語なども考えられます。よ

く「コラム」はサブドメインや全体のコラムの

配下に置かれている場合がありますが、「ピアノ

教室」を強化したい場合にはその下にピアノの

コラムを置くとテーマ性が高まり効果的です。

関連したページを配下に置く

テーマ性の高いサイトの例
靴下に関連したテーマで
専門性が高い

サイト構成を考える前に「オーソリティサイト」についてお話します。
オーソリティ、つまり権威あるサイトとして検索エンジンに認めら

れるといろいろなキーワードで安定して上位に表示されるようにな

ります。オーソリティとなるための条件の1つに「テーマ性」があ
ります。サイトのテーマを明確にしてテーマに沿ったコンテンツを

充実させると効果的です。

靴下の正しい洗濯方法5本指靴下の秘訣

靴下の販売

検索エンジンはサイトが何のテーマ
に関係しているか理解しています。
私たちが思う以上に優秀なんです。

最近「QDD」と呼ばれる現象が話題です。これ
は「Query Deserves Diversity」の略で、Googleの検
索結果になるべく多種多様なバリエーションを
出すという考え方です。例えば「東京 グルメ」
と検索すると、1ページ目に食べログ（CGM）、ぐ
るなびやホットペッパー（検索）、NAVER（まとめ）、
そして食べ歩きサイトやブログ、Facebookなどが
バランスよく表示されます。昔はグルメ検索サ
イトばかり並んでいたり、同じドメインから複数
のページがヒットしていたりしましたが、現在

はいろいろなドメインでいろいろな種類のサイ
トが並ぶようになっています。これは最近の顕
著な傾向なので少し気にする必要があります。
例えば、あなたが上位表示したいと思っている
キーワードですでに同じ種類の競合サイトがヒ
ットしている場合、難易度が上がります。その
ため、サイトのテーマや構造を考えるときには
検索結果をチェックしてなるべく競合のいない
サイトを作るのも一計です。

QDDをチェックする

テーマ性を強めるコンテンツの例

良い例 悪い例

習い事

ピアノ
教室 ピアノ関連のページが

すべて配下にある

ピアノ関連のコラムが別
の位置に置かれている

習い事

ピアノ
教室

コラム

ピアノ
用語

エリア
一覧

教室ラン
キング

ピアノの
選び方

ピアノ
用語

エリア
一覧

教室ラン
キング

ピアノの
選び方

検索エンジン

このサイトは「靴下」が
テーマだな

タイトル
レッスンの目的をわかりや
すくまとめています。

解説
SEOの大切なポイントや知識を画面
や図解をまじえて解説しています。

講師によるポイント
特に重要なポイントでは、講師が登場
して確認・念押しします。

このレッスンのポイント
このレッスンを読むとどうなるのか、
何に役立つのかを解説しています。

ワンポイント
知っておきたい得する知識やちょっと
した補足を解説しています。

本
書
の
読
み
方

「いちばんやさしい
新しいSEOの教本」
の読み方

「セミナー感覚」で
読み進められる！

「いちばんやさしい新しいSEOの教本」では、講師
によるやさしい説明と豊富な図解で、はじめてSEO
を学ぶ人でもつまずかないように「検索エンジンに
強いサイトの作り方」を解説しています。

まるでセミナーを受けているような感覚で、実
践的な内容を学べます。重要なポイントは講師
が念押ししてくれるので、1つ1つしっかり学びな
がら、SEOへの理解を深められます。
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01 SEOについて
正しい理解を持ちましょう

［SEOとは］

この担当者はいろいろと勘違いしているようで

す。そもそもSEO会社は何をするところですか？ 

検索順位を上げてくれる？ そんなうまい話はあ

りません。想像してみてください。もし、お金

を払うだけで「カフェ」という検索キーワード

の順位を上げてくれるようなサービスがあった

としたら、どうなるでしょうか？ 「カフェ」で検

索して表示されるサイトのうち、最もお金を多

く払ったサイトが1位に表示されることになりま

すよね。そうなると、お金を払えるサイトしか

検索エンジン対策ができなくなり、きっとどん

な言葉で検索しても、サイト上での稼ぎが大き

いアダルトサイトや違法サイトばかりが1位にな

るでしょう。そんなサイトしか表示されない検

索エンジンなんて誰も使いませんよね。SEOとは、

決してお金で検索順位を買うようなものではあ

りません。

お金を払って検索順位を上げるサービスなんてない

「KOTORI CAFE」の内装もひと通り完成し、明日から営業開始！
ただ、お店の場所が渋谷の外れの方になっちゃった。
やっぱりインターネットでも集客しないとね。
SEO会社に電話してみよう。

SEOは例で学ぶのが一番です。まずは、できたばかりの架空のサイ

ト「KOTORI CAFE」の担当者を例に解説してみましょう。Google

とかYahoo! JAPANで検索された際に、「カフェ」で1位になるとお

店にも行列ができるかも？ と思うかもしれませんが、それは間違

いです。この本では、初心者が検索エンジンから集客をする場合に

必要な正しい知識と考え方をお伝えしていきます。

SEOとは「検索順位をお金で買う」といった
性質のものではありません。
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る人がGoogleで「カフェ」と検索して「KOTORI 

CAFE」のような東京の店舗のサイトばかりが表

示されたらどうですか？ そのせいで、札幌にあ

るカフェの口コミや写真が見られるサイトが見

つけられなくなってしまいます。もし、ほかの

検索エンジンでならカフェを地域別に比較検討

できるサイトが1位に表示されるとわかれば、

Googleは使わなくなりますよね？ Googleは検索

結果の質が下がることで、誰にも使われなくな

ってしまうことを最も恐れています。

Googleをはじめ、検索エンジン各社は検索結果

を意図的に操作されないように、細心の注意を

払い、そのために非常に大きなコストをかけて

います。SEO会社が無理やり検索順位が上がる

よう操作し、検索結果に影響を与えるようなこ

とをしても、すぐにGoogleの知るところとなり、

ペナルティを受けてしまいます。なぜなら、検

索結果はGoogleの商品だからです。検索結果の

操作は商品に毒を入れるようなもの。商品に対

する信頼を失墜させます。では、SEOは検索エ

ンジンに対して何ができるのか、サイトの訪問

者を増やすことで集客につなげる方法を以降の

レッスンから考えていきます。

検索エンジンは検索結果の「質」を大切にしている

検索順位は簡単には変えられない

上位には全国のカフェ一覧や
カフェのWikipedia情報などの
普遍的な情報が並ぶ

SEOは広告のように「買って終わり」ではありません。自ら
最低限の知識を身に付ける必要があります。これから一緒に
SEOについて学んでいきましょう。

カフェの検索結果

検索エンジンは最
も多くのユーザー
の希望をかなえる
よう、検索結果を
調整します。
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「KOTORI CAFE」の集客チラシを渋谷駅の周り

で配るとしたら、チラシを作る上で強調すべき

ポイントは何でしょう？「小鳥と遊べる」「渋谷

の」「カフェ」でしょうか。SEOでも同じです。ま

ずは、自分のサイトでは、どんな目的を持った

訪問者に来てほしいのかを書き出してみましょ

う。レッスン38で詳しく解説しますが、SEOで

は強調すべきポイントとなる言葉をサイトのタ

イトルに入れます。「KOTORI CAFE」だけでは足

りないですよね。ここでは、「小鳥と遊べる渋谷

のカフェ　KOTORI CAFE」とまとめてみましょう。

訪問者の目的からサイトのタイトルを考える

インターネットで集客すると言っても、考え方の基本はチラシを配

るのと同じです。渋谷にある「KOTORI CAFE」。どこで、誰にチラ
シを渡せばお店に来てもらえるでしょうか？ 渋谷駅周辺はいいで

すね！ 大阪駅では？ 遠過ぎてダメですね。SEOでも、これと同じ

ことが言えます。このレッスンでは、SEOの最も重要なコンセプト

である「Webサイトの訪問者の目的」について解説します。

訪問者がどういう目的で
検索しているのか知りましょう

［訪問者の目的］

02

「KOTORI CAFE」に来てほしい人

「KOTORI CAFE」で付けたいサイトのタイトル

1．渋谷でカフェを探している人
2．小鳥と遊べるカフェを探している人

「小鳥と遊べる渋谷のカフェ　KOTORI CAFE」

あなたのサイトでは、強調したいことがタイ
トルから伝わるようになっていますか？

タイトルはブラウザのタブなどに
表示される
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検索キーワードには訪問者の目的が込められる

税理士に関するキーワードの一覧

次は、訪問者の視点で考えてみましょう。「渋谷

　カフェ」で検索している人は何を求めている

のでしょうか？ 行きつけのカフェなら、きっと

店名で検索するはずです。「渋谷」の「カフェ」

でどこかいいところがないかを探しているので

す。「渋谷　カフェ」なら、渋谷のカフェが一覧

になっていて、場所、写真、口コミ、営業時間

などがわかるサイトが上位に来るべきで、実際

にそうなっているはずです。KOTORI CAFEのサイ

トでは「渋谷　カフェ」で1位を狙えませんし、

狙うべきではありません。「KOTORI CAFE」のサ

イトを表示したい訪問者は、きっと別のキーワ

ードで検索しているはずです。

訪問者は何を考えて検索しているのか？

別の例を挙げましょう。「税理士」に関連するキ

ーワードでよく検索されているキーワードの一

覧を見てください。「税理士試験」「税理士になる

には」というキーワードは、税理士になりたい

人が検索しているキーワードですね。つまり、

「税理士」で検索している人は、税理士を探し

たい人ではなく、税理士になりたい人が多くの

割合を占める可能性があるのです。「税理士」の

検索結果は、1位がWikipedia、2位が国税庁の税

理士試験情報、3位が日本税理士会連合会のサ

イトですから、この仮説はある程度当たってい

るでしょう。すべての検索には訪問者の目的が

込められ、検索結果には、その目的に合ったサ

イトが表示されます。つまり、自分のサイトの

訪問者がどんな目的を持って、どのキーワード

を使って検索しているかを考えることからSEO

は始まるのです。

キーワードには訪問者の目的が込められている

渋谷に行くので、
渋谷にあるカフェ
を探したい！ カフェの一覧ページが

見たいな……

検索条件 検索数

税理士 20,276

税理士試験 9,306

東京税理士会 7,293

近畿税理士会 5,231

税理士になるには 3,937

「税理士試験」
「税理士になるに
は」もよく検索さ
れている

SEOとは、自分のサイトに来
てほしい訪問者の目的が込め
られたキーワードと、サイトの
ページを検索エンジンでマッ
チングさせることなんです。

「渋谷　カフェ」で検索
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またKOTORI CAFEの例に戻ります。下のフローチ

ャートのように、訪問者には目的があり、それ

がキーワードとなって検索され、サイトに訪問

します。では、「KOTORI CAFEに来てくれそうな

お客さん」の目的を書き出してみましょう。下

の表を見てください。目的ごとにお客さんが検

索するであろうキーワードに変換してみました。

必ずお客さんの立場で考えてください。ビジネ

ス向けの専門的なサイトなどで、もし皆さんが

自分のサイトの訪問者の目的がよくわからない

場合は、社内のほかの人や店長など、わかる人

に聞いてみるといいでしょう。

訪問者の目的をキーワードにする

訪問者の目的から
コンテンツを考えましょう

［目的のコンテンツ］

03

「KOTORI CAFE」の検索意図とキーワードの例

訪問者の目的 キーワード例

「KOTORI CAFE」を知っていて地図や電話
番号を探している

KOTORI CAFE
KOTORI CAFE　地図
小鳥カフェ　営業時間

渋谷でカフェを探している 渋谷　カフェ

小鳥と遊べるカフェを探している 鳥カフェ
小鳥　カフェ

「小鳥カフェ」の
ような変換ミスの
名称も含める

猫カフェと同様、鳥好きの
間では「鳥カフェ」という
検索ワードが一般的

レッスン2では訪問者がどういう目的で検索するかについて説明し

ました。SEOの目的は、訪問者の目的とキーワードに合わせてサイ

トのコンテンツや構造を準備することで、訪問者の目的を満たすこ

とです。このレッスンでは、もう少し詳しく実例を交えて、マッチ

ングについて勉強していきましょう。

サイトに訪問するまでの訪問者の動き

キーワードを入力 検索結果を見る サイトに訪問訪問者の目的
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されるべきサイトを想像して表の右に書き込ん

でみました。下の表を見てください。当然ですが、

これらは訪問者の目的と一致しているはずです。

さて、「渋谷　カフェ」で1位は取れそうですか？ 

皆さんがよく知っているグルメサイトこそ1位に

ふさわしく、「KOTORI CAFE」のサイトでは1位は

無理ですね。でも、ちょっと待ってください。

日本全国の「鳥カフェ」を一覧できる「鳥カフ

ェ一覧」ページなら、KOTORI CAFEのサイト内に

自分で作れそうです。それぞれの鳥カフェのサ

イトへのリンクや最寄りの駅、行き方、写真、

レビューなどを加えてあげると便利ですね。そ

うすると「KOTORI CAFE」のサイトでも「鳥カフ

ェ」のキーワードでは1位に表示される可能性が

出てきます。

それぞれのキーワードで表示されるべき検索結果を考える

訪問者の目的に合わせてコンテンツを用意する。

起点は常に「訪問者の目的」です。これはビジ

ネスの基本でもあります。お客さんのニーズに

合った商品を提供する。インターネットが一般

的になる前は、新聞・雑誌などのメディアがお

客さんの目的を満たすものを紹介していました。

インターネットでは、検索エンジンがその役割

を果たします。訪問者は目的に合わせてキーワ

ードで検索します。検索者の目的に合わせてコ

ンテンツを用意して、検索結果に表示されるよ

うにすることがSEOの役割です。

訪問者の目的に合ったサイトを用意する

それぞれのキーワードで表示されるべき検索結果
訪問者の目的 キーワード例 検索結果に表示されるべきサイト

「KOTORI CAFE」
を知っていて地図
や電話番号を探し
ている

KOTORI CAFE KOTORI CAFEのサイトが1位。2位以下はグルメサイトやブログ、公式
Twitterや公式Facebookページなど

KOTORI CAFE　地図 KOTORI CAFEの地図ページが1位

小鳥カフェ　営業時間 KOTORI CAFEの営業時間が載っているページが1位

渋谷でカフェを探
している

渋谷　カフェ 渋谷のカフェを一覧で確認でき、おすすめポイントを確認したり、ラン
キングを見たり、写真や口コミを確認したりできるサイトが1位。2位以
下に「KOTORI CAFE」を含む、個別のカフェのサイトが一部ヒット

小鳥と遊べるカフ
ェを探している

鳥カフェ
小鳥　カフェ

鳥カフェ、または小鳥と遊べるカフェを一覧で確認できるサイトが1位。
2位以下に個別の鳥カフェのサイトが一部ヒット

まずはサイトに来てほしい訪問者の目的
を書き出してみましょう。キーワードや
コンテンツを考えるのは、その後です。
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日本で利用されている主要な検索エンジンは

Google、Yahoo! JAPAN、Bingと3つあり、それぞ

れ別の会社が運営しています。Yahoo! JAPANは

実はGoogleのサーバーを活用しているため、検

索結果はGoogleと非常に似通ったものとなって

います。また、スマートフォンでの検索の場合、

iPhoneとAndroidは両方ともGoogleの検索結果を

表示するようになっており、Windows Phoneの場

合はBingの検索結果が表示されています。また、

2013年12月時点では、パソコンとスマートフォ

ンでGoogleの検索結果にほぼ違いはありません。

主要な検索エンジンは3つ

検索エンジンは訪問者の目的に合ったサイトを探してくれるサービ

スです。実は、検索エンジンは非常に多くのサーバーを世界中のデ

ータセンターに置いて、それらを同時に連携させて、高速にサイト

をリストアップしています。このレッスンでは、検索エンジンの仕

組みを知ることで、SEOに対する理解を深めてもらいたいと思いま

す。

検索エンジンの仕組みを
知りましょう

［検索エンジンの仕組み］

04

Yahoo! JAPANもGoogleのデータベースを利用している

正確な数字は公表されていませんが、日本では Googleと Yahoo! 
JAPANがシェアの大半を占めていると言われているため、検索
エンジン対策のメインは実質 Google対策ということになります。

Googleの検索結果画面 Yahoo! JAPANの検索結果画面

広告やマップ情報などは
異なるが、検索結果に関
しては同じデータを用い
ているのでほとんど変わ
りがない
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リンクをたどってページの情報を集める

集められたページの情報がインデックスされる

それでは、検索結果は一体どうやって表示され

ているのでしょうか？ 検索エンジン会社は、「ク

ローラー」と呼ばれるシステムを持っていて、

クローラーが世界中のサイトを自動的に、休み

なくチェックしています。1ページだけのサイト

から数千万ページもある巨大サイトまで、クロ

ーラーはくまなくページを1つ1つ見て、「キャッ

シュ」として保存していきます。キャッシュとは、

検索結果を表示するために検索エンジンが保存

するデータのことです（レッスン65）。

検索エンジンは世界中のサイトをチェックしている

クローラーが集めてきたページは、その内容を

単語ごとにばらばらにして分析され、ページが

「何について書かれているか」「どんなキーワー

ドを含んでいるか」「どこからリンクされてどこ

にリンクしているか」などの評価で、データベ

ース化されます。この処理を「インデックス」

と呼びます。訪問者がキーワードを入力すると、

検索エンジンは瞬時にそのキーワードに合った

サイトを探し出し、訪問者の目的に近いと思わ

れる順に並べ替えて表示します。つまり、検索

結果に表示されるためには、まず自分のサイト

が検索エンジンにインデックスされる必要があ

るのです。

検索結果は整理されたページの情報から瞬時に探し出される

分析されたページ情報が
インデックスされ、データ
ベース化される

集められたページはさま
ざまな要素で評価される

データベース

キーワード

テーマ

リンク

クローラーは世界中
のページのリンクを
くまなくたどって情
報を集めているクローラー

検索エンジンに「どんなキーワードや
テーマのページとしてインデックスさ
れるべきなのか」が大切なわけです。
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Lesson

このレッスンの
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ここでは、Googleで「サッカー　ゴール」と検

索した場合で解説します。訪問者の目的は「サ

ッカーゴールを調べたい、購入したい」「格好い

いゴールシーンを見たい」というところでしょ

うか。下図の上部と右側の部分は、AdWords（ア

ドワーズ）という広告です。控えめな文字サイ

ズで「広告」と表示されていますね。そして、

広告以外の部分が検索結果となります。この部

分のことを、「自然検索結果」（オーガニック検索

結果）と呼んでいます。広告ではない、という

意味で自然検索です。検索エンジンは、訪問者

が入力したキーワードに対して、自然検索結果

と広告を別々に処理して、それぞれ最も訪問者

の目的に近い結果を順に表示しています。

広告以外の場所を「自然検索結果」と呼ぶ

検索結果画面はサイトの
トップページだと考えましょう

［検索結果］

05

「サッカー　ゴール」で検索した場合のGoogleの検索結果画面

SEOではこの自然
検索結果を対象に
しています。

検索条件に応じた広告が表
示され、「広告」または「ス
ポンサー」と明記されている

自然検索結果が表示される。
SEOはこの結果を対象とする

SEOのポイントの1つは、「検索結果画面が自分のサイトのトップペ
ージだと考える」ことです。訪問者が初めてサイトに訪問する場合、
多くは検索エンジンを使いますよね？ そこからあなたのサイトの

ユーザー体験は始まっているのです。このレッスンでは、意外に軽

視されやすい、検索結果画面について学びます。
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検索結果で訪問者の目的に応えてCTRを上げる

自然検索結果で1位を取っても、全員がクリック

するわけではありません。例えば「サッカー　

ゴール」の場合、目的がゴールシーンの動画なら、

検索結果をスクロールしてYouTubeの動画をクリ

ックするでしょう。目的が「サッカーゴールを

手作りしたい」であれば、期待した検索結果が

なく「サッカー　ゴール　手作り」などのキー

ワードで検索し直すかもしれません。自然検索

結果には、CTR（クリックスルー率）というも

のがあります。検索結果に表示回数中、どれほ

どの確率でクリックされたかを表す数値です。

自然検索結果で1位に表示された場合、平均の

CTRは42%、10位の場合は3%と言われています。

ただし、あくまで平均です。例えば「NHK」と

いうキーワードでNHKのサイトを探しているの

なら、1位のNHKのサイトをほぼ全員がクリック

しますよね？

実際にクリックされているかも重要

自然検索結果に表示されている内容をよくチェ

ックしてみましょう。訪問者は、検索でヒット

したサイトが自分の目的に合っているかどうか、

検索結果画面を読んで選んでいきます。あなた

のサイトが「何位に表示されているか」も重要

ですが、「ちゃんとクリックされているかどう

か」も重要なのです。訪問者の目的に合った魅

力的な説明文が表示されていれば、CTRはぐっ

とアップします。検索結果画面はあなたのサイ

トのトップページなのです。

検索結果画面をサイトのトップページとして意識する

CTRの計算式

CTR＝クリック数÷検索結果に表示された回数

訪問者の目的に応え
られるサイトだとア
ピールしましょう。

魅力的な説明文で
アピールする

重要なポイントですね。やはり、あなたのサ
イトが対象としているユーザーに聞いてみる
のがいいでしょう。「創業○○年」や「○○
正規代理店」などで安心感を演出したり、「24

時間以内発送保証」などで急いでいるユー
ザーに訴求したりするなどです。売り込み過
ぎないのもポイントですよ。説明文の設定方
法はレッスン38を参照してください。

Q&A
魅力的な説明文はどうすれば書けるのでしょうか？
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ではまず、SEO向きでないサイトの例をいくつ

か挙げていきましょう。検索エンジンは、何か

目的があって初めて利用されます。例えば「ク

リスマスや誕生日などのイベントのとき、家族

やカップルに最高の体験を提案するサービス」。

このようなサービスは実は存在しますが、人に

相談はしても、そうしたサービスの検索はあま

りされません。一方で、サービス自体が知られ

ていなくても、SEOが有効な場合もあります。

例えば、「羽田空港から成田空港へプライベート

な車で快適な移動を提供するサービス」があっ

たとします。サービス自体は知られていなくても、

「羽田　成田」というキーワードは検索されて

いるのです。すでにこの路線にはリムジンバス

が運行していて、「移動する」というニーズが存

在しているからです。

ニーズはあっても言葉にならないと検索されない

SEOでできることとできないことを
知りましょう

［SEOの強みと弱み］

06

検索されるニーズがあるかを考える

クリスマスや誕生日などのイベント時に家族やカップルに最高の体験を提案するサービス

悩みはあっても「検索する」という発想にならない

羽田空港から成田空港へプライベートな車で快適な移動を提供するサービス

羽田・成田間を移動するニーズは存在する

そもそも「検索する」という発想がないもの
は SEOの効果がありません。

「SEOをやればどんなサイトでも集客できるんでしょ？」という勘
違いもよく耳にします。実はSEO向きのサイトとそうでないサイト

があるんです。SEO向きでないサイトは、このレッスンで解説する

最低限の対策だけやればOKです。いろいろ工夫しても得るものが

少なく、投資対効果が見合わないことが多いからです。
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ジュエリーブランド通販サイト

悪い例

オンラインだけで目的を達成しきれないサービ

スもSEOで効果があげにくいものの1つです。現

在はネットで申し込める保険が増えていますが、

一部の保険サービスは紙でしか契約できず、サ

イトでは、申し込み書類の送付しかできません。

せっかくサイトに集客しても、訪問者は競合の

パンフレットも取り寄せ、納得のいった会社に

申し込むだけでしょう。逆に、複数の保険会社

の代理店として、保険の相談会に申し込んでも

らうサービスであれば、SEOでサイトに集客し

ても無駄にならず、相談会の参加者に保険会社

のどれかには申し込んでもらえるでしょう。

オンラインだけでは目的を達成できないサービスも難しい

SEO向きのサイトでなくても、できることはあり

ます。以下に会社やブランド名を工夫する4つ

のポイントを挙げました。SEO向きでないとは

いえ、新規顧客を検索エンジンから集客できな

いだけで、既存顧客は会社名などで検索して訪

問してくれます。これも一種のSEOです。

SEO向きではないサイトでもできることはある

❷トップページに会社名、ブランド名などを入れておく

❶ブランド名やサイト名にキーワードを含む

株式会社〇〇自動車保険

良い例
訪問者が使うキーワードが
含まれている

くるまのあんしん株式会社

悪い例
訪問者が使うキーワードが
含まれていない

○×△公式通販サイト

良い例
ブランド名が含まれてい
ないブランド名が含まれている

❹ドメイン名は入力しやすいものにする

❸起業するなら、会社名やブランド名はありがちな名前にしない

株式会社インプレステラス

良い例
株式会社を含めなくても
上位表示される

株式会社テラス

悪い例
株式会社を抜いて検索すると
上位表示されない

www.ayudante.jp

良い例
会社名やブランド名など
覚えやすい

www.ad51f1zf.jp

悪い例
意味のない文字列で覚え
にくい

http://www.ayudante.jp
http://www.ad51f1zf.jp
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具体的に例で考えてみましょう。仮に皆さんの

会社が中古の高級ブランド腕時計販売サイトを

運営していて、そのサイトの集客を任されたと

想像してください。その腕時計のサイトでは、

時計を下図のように分類していたとします。ど

うやら、このサイトは訪問者の目的を反映して

いないようです。時計はタイプや素材で選びま

すか？ いいえ、そうではありません。実店舗の

場合でも高級腕時計はブランドごとに並んでい

ます。高級腕時計はブランドで検索されるので

す。すなわち、訪問者の目的を表すキーワード

は「ロレックス」「カシオ」「カルティエ」となる

わけで、結果としてブランドごとのページが必

要となることがわかります。

まずは対策するサイトを見直してみる

SEOを始める前に
心の準備をしましょう

［SEOの準備］

07

対策が必要な高級ブランド腕時計販売サイトの例

高級腕時計のことなら○○

メンズ

シンプルな
三針モデル

スポーツなら
ダイバーズ

機械にこだわる！ 
男のクロノグラフ

耐久性の高い
SS素材

華やかに魅せる
18K素材

高級腕時計は「メンズ」「レデ
ィース」やタイプや素材名で
はなく、ブランド別のページ
が必要になる

レディース

SEOとはどんなものかイメージがつかめましたか？ 今度はSEOを

始めるにあたっての心構えをしましょう。小規模なサイトならどん

どん進めても構いませんが、皆さんが中・大規模のサイトのWeb担

当者だったら、行き当たりばったりの対策では行き詰まってしまい

ます。このレッスンを読んで、プロジェクトの進め方のコツをつか

んでおきましょう。


