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　Google Search Consoleは、Google検索に関する情報やサイト内のパフォーマンス

に関する情報を取得することができ、その情報からサイトの改善を行うヒントを見つ

けられるため、企業のサイト担当者を中心に幅広く活用されています。

　しかし、サイト担当者の業務の範囲によっては活用方法がわからない機能があった

り、エンジニアにとって有益な情報を得られるのにレポートの存在が知られていな

かったりして、最大限に活用できていない企業やサイトも多いのではないでしょうか。

　本書ではSearch Consoleの機能だけでなく、サイト運営に有益な関連ツールも紹

介することで、検索エンジンのクローラーだけでなく、検索エンジンを利用するユー

ザーにとってもフレンドリーなサイトになるような使い方や考え方を解説しています。

　Search Consoleは、もともとは「ウェブマスターツール」という名前で提供されて

いましたが、サイト担当者以外の人たちにも必要不可欠なツールへと進化してきたこ

とから、2015年5月に名称変更しています。

　検索に深く関係するツールであるため、Search Consoleは主にSEOを目的として使

用されます。SEOと聞くと検索エンジンに対して行う施策というイメージがあります

が、検索を通じてサイトを訪問するユーザーに対し、有益なコンテンツを提供するこ

とを忘れてはいけません。本書を活用することで、あなたのサイトが検索エンジンと

ユーザー、そしてサイト担当者であるあなた自身にとって、より有益なものとなれば

幸いです。

　本書の執筆にあたり、多くの方々に多大なご協力をいただきました。本書の企画、

および編集にご尽力くださった、編集部の山田貞幸さん、各種事例を提供いただいた

サイト担当者の皆さん。本当にありがとうございました。

2015年8月

著者を代表して　アユダンテ株式会社　村山佑介

まえがき



目次
著者プロフィール ……………………………………2
まえがき ………………………………………………3
目次 ……………………………………………………4
本書の読み方 ……………………………………… 14

Googleの検索の仕組み

クロール、インデックスのために必要なこと

Fetch as Google

データの特性とダウンロード

メッセージの確認

メール通知

使用するドメイン

サイトマップの追加

Google Search Consoleの概要

サイトの追加と所有権の確認

検索の裏で動く「クロール」「インデックス」を理解する …………………26

適切なクロールとインデックスに必要な4つの作業を理解する ……………28

GoogleにサイトのURLを知らせてクロールを促す …………………………30

Search Consoleのデータは定期的にダウンロードする ……………………32

Search Consoleからのメッセージにはすぐに対処する ……………………34

メッセージはメール通知でいつでも気付けるようにしておく ………………36

「www」があるURLとないURLの混在を修正する …………………………37

サイトマップを追加してGooglebotのクロールを助ける ……………………40

Search Consoleでできることを知る ………………………………………… 16

Search Consoleにサイトを追加する …………………………………………20

Search Consoleは検索に関わるすべての人のためのサービス ……………24

1

2

3

4

5

6

7

8

基本 1

基本 2

コラム

Google Search Consoleの基本を知る 15

クロールとインデックスの新法則1 25



インデックスステータス

サイトエラー

HTTPステータスコード

URLエラー（404）の対処

URLエラー（500、503）の対処

閲覧環境の違いによるエラーの確認

URLエラーの修正済み処理

クロールの統計情報

クロールのブロックとインデックス拒否

robots.txtの作成とテスト

noindex

URLの削除

インデックスステータスの詳細

レンダリングの確認

インデックスされたページの短期間での減少に注意する ……………………42

サーバー障害が原因のクロールエラーがないよう注視する …………………44

エラーの対処に必要な「HTTPステータスコード」を理解する ……………46

404エラーはURLから原因を調べて対処する …………………………………48

500エラーの解決にはエンジニアに協力を依頼する …………………………50

モバイル環境だけで起こるエラーに注意する ……………………………… 51

確認や修正が済んだURLエラーを適切に処理する …………………………52

Googlebotの活動傾向からサイトの問題を読み取る ………………………54

ページを検索させないための3つの方法を知る ………………………………56

robots.txtは設置前に必ず動作テストをする …………………………………58

「noindex」でページのインデックスを拒否する …………………………… 61

誤って公開した機密情報は検索結果からの削除を申請する …………………62

ブロックや削除をしたページの数を確認する ………………………………64

Googlebotのレンダリングに問題がないか確認する ………………………66

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



SEO施策の流れと「改善で何をするか」を確認する ………………………80

全体の「わかりやすさ」とタイトルの「訴求力」を意識する ………………82

リンクがSEOに与える影響を正しく理解する …………………………………84

キーワード分析の最重要機能「検索アナリティクス」を使う ………………86

非ログインの状態にして公正な検索結果を見る ……………………………88

複合キーワードの一覧から補強が必要な点を見つけ出す……………………90

SEOのポイントの整理

コンテンツ制作で注力すべき点

リンクの種類と影響

検索アナリティクスの操作

シークレットウィンドウの活用

キーワードのフィルタ

28

29

30

31

32

33

キーワード分析と最適化の新法則2 79

テストしたページのインデックス送信

ブロックされたリソース

インターナショナルターゲティング

複数サイトとしての追加

ユーザーの追加

回数の上限を意識しながらページの追加、更新を申請する …………………69

CSSやJavaScriptを不用意にブロックしていないか調査する ………………70

多言語対応サイトで適切な設定ができているか確認する …………………72

大規模サイトではディレクトリを別々のサイトとして追加する ……………74

追加するユーザーには必要最低限の権限を設定する ………………………76

豊富な「Googleウェブマスター」のコンテンツ ……………………………78

23

24

25

26

27

コラム



訪問につながったキーワードは想定外のものまで調べる ……………………92

サイトのカテゴリーごとにキーワードの強弱を見極める ……………………94

改善の効果測定は適切な期間を設定して比較する …………………………96

画像検索から意外なキーワードを見つける …………………………………98

表示回数が多く掲載順位が低いキーワードから改善に着手する ………… 100

上位なのにCTRが低いときはアピール不足を疑う ………………………… 102

季節変動があるキーワードはダウンロードしたデータで比較する ……… 103

評価が高まったページから次のコンテンツのヒントを探す ……………… 104

GoogleアナリティクスとSearch Consoleを連携する …………………… 105

アドバンスフィルタでキーワードを自在に絞り込む ……………………… 106

施策の方向性に問題がないか指標の変動を動画で確かめる …………… 108

ランディングページの満足度を高めて直帰率を下げる ………………… 110

Googleアナリティクスを定期レポートに活用する ……………………… 112

サイトの重要なテーマが認識されているか確かめる ……………………… 114

ランディングページごとのキーワードの確認

ディレクトリごとのキーワードの確認

期間の比較

検索タイプ別の分析

要改善キーワードの見つけ方

クリックされないページの改善

長期にわたるデータの比較

ページの評価に応じたデータの見方

Googleアナリティクスとの連携

Googleアナリティクスでの分析

モーショングラフ

ユーザー行動の測定と改善

メールレポート

コンテンツキーワード

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



HTMLの改善

ページのタイトルの最適化

ページのメタデータの最適化

タイトルやメタデータの重複の解決

URLの正規化

ページ分割と正規化

ページ分割と重複の回避

インデックス登録できないファイル形式の対処

構造化データの概要

タイトルとメタデータが問題となる原因を理解する ……………………… 124

タイトルは30文字以内の具体的な言葉で訴求する ……………………… 126

メタデータは最初の50文字で重要なことを書ききる …………………… 127

大量の重複は設定やCMSの問題を疑う …………………………………… 128

重複が起きないようにページの正しいURLを指定する …………………… 130

分割したページの正規化は各ページで行う ……………………………… 133

分割したページは番号を付けて重複を回避する ………………………… 134

リッチコンテンツには代替情報を用意する ……………………………… 135

構造化データの効果と「リッチスニペット」を理解する ………………… 136

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ページやサイトの構造を整える新法則3 123

Googleトレンド

キーワードツール

検索ボリュームの変動からキーワードの将来性を探る …………………… 116

本当に効果的なキーワードを選ぶためのツールを利用する ……………… 118

SEOの進化で向き合う対象は検索エンジンからユーザーに変わった …… 122

48

49

コラム



構造化データの確認

パンくずリストの構造化

構造化データテストツール

商品情報の構造化

構造化データへの取り組み方

データハイライター

サイトへのリンク（外部リンク）

外部リンクのチェック

内部リンク

サイトリンク

サイトリンクのコントロール

サイトに未知の構造化データがないか確認する ………………………… 138

「パンくずリスト」を構造化してスニペットに階層を表示する …………… 140

作成した構造化データが正しく認識されたかテストする ………………… 144

リッチスニペット「商品」の構造化データを作成する …………………… 147

構造化データを取り入れるための長期的な視点を持つ ………………… 149

サイトの記事を簡単に構造化してGoogleに知らせる …………………… 150

外部リンクの集まり方を見てサイトの現状を把握する …………………… 154

特徴的な外部リンクはスパムの可能性を疑う …………………………… 156

重要なページが内部リンクを集められるサイト構造にする ……………… 158

検索結果に「サイトリンク」が表示されることを狙う …………………… 160

適切でないサイトリンクは削除申請して入れ替えを促す ………………… 162

ユーザーの目的に合ったデータベースをサイトや広告に生かす ………… 164

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

コラム



モバイルフレンドリーによる変化と影響を正しく知る …………………… 166

モバイルフレンドリーに求められる条件を理解する ……………………… 168

現在のサイトにあるモバイルユーザビリティの問題を洗い出す ………… 170

画面の幅に応じてレイアウトを変える仕組みを理解する ………………… 172

フォントサイズは16ピクセルを基準に決める …………………………… 176

人間の指のサイズからリンクやボタンの配置を決める …………………… 177

モバイル対応が合格しているか判定できるツールを使う ………………… 178

ページの高速化のために解決するべき問題を的確に知る ………………… 180

圧縮やキャッシュ活用によるサーバーの高速化を検討する ……………… 183

画像の使い方と圧縮を見直して転送時間を短縮する …………………… 184

CSSやJavaScriptは最適化されたコードを使う ………………………… 186

気付きにくい無駄なリダイレクトをゼロにする …………………………… 188

ユーザーが最初に見る部分を最優先で表示するコートにする …………… 189

モバイル対応でおすすめするレスポンシブウェブデザインの利点 ……… 192

モバイルフレンドリーの概要と影響

モバイルフレンドリーの条件

モバイルユーザビリティ

レスポンシブウェブデザイン

フォントサイズの適切な設定

タップ要素の適切な設定

モバイルフレンドリーテスト

PageSpeed Insights

サーバーの設定による高速化

画像の最適化

コードの縮小

不要なリダイレクトの防止

レンダリングの優先度

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

コラム

モバイルフレンドリーとページ高速化の新法則4 165



トラブル対処の準備

サイトの隔離

セキュリティ問題への対処

品質に関するガイドライン

「手動による対策」への対処

アクセスできない問題への対処

CMSの更新への対処

多くのURLが検出された問題の対処

リンクの否認用リストの作成

リンクの否認

サイト移転のパターンと流れ

新しいドメインの追加と確認

301リダイレクトの仕組み

トラブルに対処する社内の体制は万全か確認する ……………………… 194

トラブル時はSEOへの悪影響を抑えつつサイトを隔離する ……………… 196

サイト遮断と全体復旧でセキュリティの問題に対処する ………………… 198

Googleのガイドラインを知り意図しないスパム行為を避ける ………… 200

原因解明と再発防止で重大なペナルティに対処する …………………… 204

「アクセスできません」と表示されたら所有権を確認する ……………… 206

セキュリティのため早急なCMＳの更新は必須と心得る ………………… 208

多くのURLが検出されたらブロックや正規化で対策する ………………… 209

SEOに悪影響がある外部リンクをリスト化する …………………………… 210

悪影響がある外部リンクをGoogleに送って否認する …………………… 212

SEO効果を失わないサイト移転の方法を理解する ……………………… 214

移転先のドメインは健全かをあらかじめ確認しておく …………………… 217

SEO効果を引き継ぐ「301リダイレクト」を理解する …………………… 218

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

SEO上のトラブル防止と対処の新法則5 193



用語集 ………………………………………………231
索引 …………………………………………………235

移転するURLの整理

リダイレクトの設定

サイト移転作業のチェックリスト

アドレス変更ツール

サイトの監視と旧サイトの扱い

コンテンツの引き継ぎは対応表を作ってまとめる ………………………… 219

リダイレクトは新旧URLの対応表から記述方法を選ぶ …………………… 222

新サイト公開前後に必要な作業をリストアップする ……………………… 224

ドメインの変更を確実にGoogleに知らせる ……………………………… 226

移転の成否をインデックスステータスで確認する ……………………… 228

リダイレクト失敗でデータベースから削除……。よくあるSEOのミス … 230

96

97

98

99

100

コラム



読者限定無料電子版のダウンロードについて 
本書をご購入された皆様に、全文を収録した電子版をご提供します。
▼購入特典 電子版ダウンロードページ
http://book.impress.co.jp/books/1114101028
 
上記のページにアクセスし、［読者登録する］をクリックしてアンケートをご記入後、電子版（PDFファイル）
をダウンロードしていただけます。
※ダウンロードにはCLUB Impressへの会員登録（無料）が必要です。

本書に掲載されている情報について
本書は、2015年8月現在の情報をもとに、Google Search Consoleと関連サービス、およびSEOやサイト運
営のノウハウについて解説しています。本書の発行後にGoogle Search Consoleと関連サービスの画面や
機能、操作方法、URLなどが変更された場合、本書の掲載内容通りに操作できなくなる可能性があります。

本書発行後の情報については、弊社のWebサイト（http://book.impress.co.jp/）などで可能な限りお知ら
せいたしますが、すべての情報の即時掲載ならびに、確実な解決をお約束することはできかねます。また、
本書の内容は参考となる情報の提供を目的として、著者による独自の見解を述べたものです。本書の運用
により生じる、直接的、または間接的な被害について、著者ならびに弊社では一切の責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。

本書で紹介している内容のご質問につきましては、巻末をご参照の上、お問い合わせください。電話や本
書の発行後に発生した利用手順やサービスの変更に関しては、お答えしかねる場合があることをご了承く
ださい。

「できる」「できるシリーズ」は、株式会社インプレスの登録商標です。
その他、本書に記載されている製品名やサービス名は、一般に各開発メーカーおよびサービス提供元の商標または登
録商標です。
なお、本文中には™および®マークは明記していません。

Copyright © 2015 Ayudante, Inc. and Impress Corporation. All rights reserved.
本書の内容はすべて、著作権法によって保護されています。著者および発行者の許可を得ず、転載、複写、複製等の

利用はできません。
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ポイントをまとめています。

●解説
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やすく解説しています。

●操作手順
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●関連
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●HINT
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15

序　章

Google Search Consoleの
基本を知る

サイト担当者やマーケッターをはじめ、ウェブでの情報発信に関わ
るすべての人に向けて、Googleが提供しているサービスが「Google 
Search Console」です。検索エンジンを通じた効果的な集客のために、
どのような機能が使えるかを知って利用の準備をしましょう。
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基
本 

1
Search Consoleで 
できることを知る

Google Search Consoleの概要

「Google Search Console」は、ウェブで情報を発信する人や企業のためのサービ
スです。サイトの安定した運営やSEOの改善に必須の機能を持っています。

 Google検索の情報が見られる唯一のサービス

Google Search Consoleは、Googleの検索サービスにおけるサイトのパフォーマンス
（性能の評価。キーワードごとの掲載順位やクリック数などの情報）を確認できるサービ

スです。Googleの検索サービスが持つ情報を見られるサービスはほかに存在せず、Search 
Consoleが唯一の情報源となります。

以前は「Googleウェブマスターツール」という名称でしたが、マーケッター、エンジ
ニアなど幅広い人が利用するサービスとして、2015年5月から現在の名称になりました。

「Search Console」（サーチコンソール）は直訳すれば「検索制御装置」といった意味で、
情報を見るだけでなく、Googleにサイトの情報を伝える機能も持ちます。

Search Consoleを利用しないと見られない代表的な情報に、検索キーワードの情報が
あります。「Googleアナリティクス」などのアクセス解析サービスでは、検索エンジンか
ら訪問したユーザーの検索キーワードのほとんどが「(not provided)」と表示されて見ら
れませんが、Search Consoleの［検索アナリティクス］画面を利用することで、キーワー
ドごとのランディングページや、検索結果への表示回数、CTR（クリック率）、掲載順位
などを確認できます。

「(not provided)」はプライバシー保護のため
かつては検索エンジンからサイトに訪問したユーザーの参照元情報として、検索
に使われたキーワードがサイトのサーバーに送られていました。しかし、2011年
10月からGoogleがユーザーのプライバシー保護を目的として暗号化を実施。
Yahoo! JAPANも2015年8月から同様に暗号化し、サイトのサーバーでキーワード
がわからなくなりました。しかし、Search Consoleでは統計的なデータとしてキー
ワードの情報を確認できます。

Google Search Console　 http://www.google.com/webmasters/tools/
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 SEOの現状を把握し、改善のヒントを得られる

キーワードの分析にSearch Consoleの［検索アナリティクス］を活用することは、これ
からの時代のSEOに取り組むサイト担当者やマーケッターにとって重要です。ほかにも、
Googleからサイトが適切に認識されているか、検索サービスで自社サイトが上位に表示
されにくくなるような問題が発生していないかなど、SEOの基本として重要な項目の
チェックも、Search Consoleで可能になります。

ただ、Search Consoleは直接SEOのアドバイスをしてくれるわけではないため、SEOに
役立てるには、手に入る情報の意味を理解し、自分で改善方法を考えられるノウハウを
身に付ける必要があります。

 ◆ 検索キーワードの情報を確認できる「検索アナリティクス」

Googleが持つデータから、キーワードごとのクリック数、表示回数、CTR、掲載順位の情報が表示され、
ページ（ランディングページ）ごと、デバイス（パソコン、スマートフォン、タブレット）ごとなどの分析
ができる。

次のページに続く
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 キーワードに限らずSEOに関連する幅広い機能を提供

「SEO」というと検索キーワードからユーザーの意図を読んでコンテンツを作ることが
最初に思い浮かぶかもしれませんが、大事なことはそれだけではありません。サイト全体
やHTML文書の構造をわかりやすくしたり、サイトの移転にあたってSEOの効果を失わな
いようにしたりすることも、SEOの一環となる取り組みです。Search Consoleでは、そう
したSEOに関連する作業に必要な機能も幅広く提供しています。

「モバイルフレンドリー」関連機能も、その1つです。スマートフォンからの検索の利
用が増加していることを受けて、2015年4月に、モバイル検索ではスマートフォンで使い
やすいサイトを上位に表示する「モバイルフレンドリーアップデート」が行われました。

（詳しくは第4章を参照）。
これに合わせ、Search Consoleでは自社のサイトがモバイルフレンドリーかどうか、改

善が必要な箇所はどこかをチェックし、改善に活用する機能を提供しています。スマー
トフォンから快適に利用するにはサイトの表示スピードも重要になりますが、関連サービ
スの「PageSpeed Insights」で、スピードの評価と高速化のためのアドバイスを受けられ
ます。

そのほか、サイトがマルウェアやスパムの影響にさらされていないか、表示速度が低
下してユーザーが不便に感じていないかといった、サイトの不具合やユーザビリティの問
題もSearch Consoleで確認できます。

 Google検索への最適化が集客強化につながる

Googleの検索サービスは、検索を行うユーザーに有用なサイトを紹介することを目的
としています。そのため、Search Consoleでは「訪問したユーザーとってわかりやすいサ
イトになっているか？　問題はどこにあるか？」という情報を提供し、サイト担当者が改
善に役立てることを期待しています。Googleでは「Googleウェブマスター」というコン
テンツでサイト制作のガイドラインとなる情報の提供などを行っており、Search Console
もこの1サービスとなっています。

つまり、ユーザーにとって有用なサイトを、Googleが提供するガイドラインを参考にし
ながら開発し、Search Consoleで確認しながら改善していくことで、検索からの集客を強
化できるのです。

本書では、Search Consoleを活用してサイトを改善し、SEOを強化していく手法を解説
します。Search Consoleの情報を見て、そこから改善策を立て、実行するノウハウを身に
付けていきましょう。
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 ◆ サイトの移転を知らせる「アドレス変更ツール」

 ◆ 表示速度の改善に役立つ「PageSpeed Insights」

指定したページの表示スピードと使いやすさ（ユーザーエクスペリエンス）を評価し、詳細な改善提案が
行われるサービス。モバイル（スマートフォン）、パソコンの環境別に評価を見ることができる。

サイトの移転時にドメインの変更をGoogleに知らせる機能。サイト移転時の重要な設定が済んでいることを
チェックしていき、最後に移転することを［送信］することで、トラブルなく移転できるようになっている。
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2
Search Consoleに 
サイトを追加する

サイトの追加と所有権の確認

Search Consoleを利用するために、まずサイトの追加（登録）を行います。「所有
権の確認」が必要になるので、ファイル転送ソフトを用意しておきましょう。

Search Consoleが利用できないサイトもある
サイトの所有権を確認してSearch Consoleにサイトを追加するには、HTMLを自由
に編集できるか、ファイルのアップロードが可能である必要があります。「アメブ
ロ」など、サイトのHTMLを自由に編集できないブログサービスでは利用できない
ため、注意が必要です。

 サイトの所有権の確認が必要になる

Search Consoleにサイトを追加して、利用を始めましょう。次のページの手順を参考に
操作してください。最初にGoogleアカウントを用意しますが、企業で利用するときにはア
カウントを新規作成し、担当者が私用で使っているアカウントの流用は避けます。

Search ConsoleはGoogleにサイトの設定についてさまざまな情報を伝える機能を持つ
ため、万が一アカウントの乗っ取りに遭ってこれらが悪用されると、サイトが検索結果か
ら消えるなど、非常に大きな被害を受ける可能性があります。Search Console用のアカウ
ントを用意し、会社の電話番号で2段階認証を設定するなどして、アカウントの安全性に
は十分に配慮しましょう。

サイトを追加するには、URLを入力したあとで「所有権の確認」が必要になります。所
有権の確認とは、自分がサイトの所有者であり、設定の変更などができる権限を持って
いることを示す手続きです。

次のページで解説する手順では、Search Consoleが生成したファイルをサイトのサー
バーにアップロードすることで、サーバーにアクセスして操作する権限があることを示し
ています。Windows/Mac対応のファイル転送ソフト「FileZilla」を例に解説しますが、ほ
かのソフトでもかまいません。

FileZilla　 http://osdn.jp/projects/filezilla/
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 ◆ サイトの追加と所有権の確認をする

サイトの追加を開始する1

所有権の確認用HTMLファイルをダウンロードする2

次のページに続く次のページに続く

Google Search Console
http://www.google.com/webmasters/tools/

［Search Consoleにようこそ］
画面が表示された

③サイトの
URLを入力

④［プロパティの追加］
をクリック

確認用HTMLファイルが
ダウンロードされる

［このHTML確認ファイル］を
クリック

①Search Consoleに
アクセス

②ログイン画面が表示されたら、
Googleアカウントでログイン
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ファイルをアップロードする以外の所有権の確認方法
前のページの手順2の画面で［別の方法］タブをクリックすると、ファイルをアッ
プロードする以外の所有権の確認方法が選択できます。［HTMLタグ］は、トップ
ページのHTMLファイルを編集してタグを書き込みます。［ドメイン名プロバイ
ダ］はサイトのドメイン名の管理元で設定を書き換えます。［Googleアナリティ
クス］［Googleタグマネージャ］は、設定済みの両サービスのタグから所有権を
確認します。

確認用HTMLファイルをサーバーにアップロードする3

所有権の確認を実行する4

FileZillaでサーバーにログインし、サーバー側に
サイトのルートディレクトリを表示しておく

ローカル（パソコン）側に確認用
HTMLファイルを表示しておく

①確認用HTMLファイルを
右クリック

②［アップロード］を
クリック

確認用HTMLファイルが
アップロードされる

ブラウザーのSearch 
Consoleの画面に戻る

①［確認］を
クリック

②［（サイトのURL）の所有権が確認されました］
と表示されたら［続行］をクリック
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次回以降Search Consoleにログインしたときは
Search Consoleにログインするとホーム画面が表示され、追加しているサイトの
一覧が最初に表示されます。ここでサイト名をクリックすると、そのサイトのダッ
シュボードが表示されます。

所有権の確認が完了する5

複数のサイトを追加している場合はホーム画面に一覧表示され、サイト名をクリックするとダッ
シュボードが表示される。

サイトのダッシュボードが
表示された

Search Consoleへのサイトの
追加が完了した
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　2005年ごろ、まだSearch Consoleに改称前の「Googleウェブマスターツール」は、名
前のとおりにサイト担当者（ウェブマスター）向けのサービスで、レポートされる情報も、
クロールやインデックスの状況など「サイトの状態を知るため」のものが主でした。
　ところが近年では、検索キーワードを分析できる［検索アナリティクス］をはじめと
したマーケッター向けの機能が充実し、2015年5月の改称後はアプリ開発者向けの機能
を次々と発表するなど、さまざまな方面に進化しています。
　その結果、現在のSearch Consoleはサイト担当者、SEOの専門家のみならず、マーケッ
ターやデベロッパーにとっても必須のサービスとなっています。さらにはデザイナー、
エンジニア、個人サイトの運営者、小規模事業主など、さまざまな業種の人が活用でき
る機能が付与され、もう「ウェブマスターツール」という名前がサービスに合わなくなっ
てしまったとも言えます。
　SEOの分野でも、この10年間で考えなければいけないことが変化しました。10年前は「検
索エンジンのアルゴリズムに対して施策を実行し、特定のキーワードで上位を狙う」と
いった思考にとらわれがちでしたが、現在では検索エンジンよりも、検索エンジンを利
用するユーザーと向き合った施策を行わない限り、成果を出しにくい傾向があります。
一部の人が取り組む特殊な施策から、サイト運営を行う企業全体でユーザーと向き合う
施策、という当たり前の活動の一環へとSEOが変化しています。
　ユーザーと向き合うためにはデータからユーザーの行動を知り、分析する必要があり
ますが、ユーザーの行動を知るためのサービスとして、Search Consoleの影響力が増し
てきています。日本での検索シェアが圧倒的なGoogleとYahoo! JAPANの検索サービス
が暗号化され、アクセス解析サービスでユーザーの検索キーワードを知ることが困難に
なった現在、Google検索のデータが見られる［検索アナリティクス］は極めて貴重な情
報源です。
　Search Consoleは、Google検索に関わるすべての人のためのサービスです。集客にお
ける最適化は、情報を探す人の検索体験の向上につながります。よりよい体験を多くの
人に提供するために、Search Consoleを使いこなしていきましょう。

Search Consoleは検索に関わるすべての人のためのサービス


