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はじめに 

こんにちは。ＷＥＢマーケティング総合研究所 代表の吉本です。 

本ガイドブックは、ブログｄｅホームページの会員さまむけに発行していた「ＩＴ活用力

向上ニュースレター」に連載していた「ＳＥＯ入門」を編集してまとめたものです。 

ＳＥＯ（検索エンジン対策）は会員さまの関心が高いテーマなので、上記のニュースレタ

ーやメルマガなどで定期的に最新のＳＥＯテクニックをお話ししていました。しかしながら、

毎回尐しずつ色々なトピックを取り上げているため、ＳＥＯの全体が理解しにくいという側

面がありました。 

また会員さまから、「じっくりと勉強したいので、ＳＥＯに関するノウハウをまとめた冊

子をつくってもらえないか」というご要望もいただいておりました。そこでＳＥＯに関する

部分をまとめ直して、「ＷＥＢ総研ＳＥＯメソッド」を体系的に整理したのが本ガイドブッ

クです。 

想定読者としては、ＳＥＯの勉強を始めたばかりの「初心者」から、さらなる上位表示を

目指している「中級者」くらいの方を想定しておりますので、ご自身のレベルに合わせて必

要な部分をご一読いただければ幸いです。 

また、本ガイドブックにまとめきれなかった情報や、最新のＳＥＯテクニックについては、

随時「メルマガ（ブログ deホームページ経営塾）」などでお届けしますので、あわせてそち

らもご参照ください。 

それでは早速、「ＷＥＢ総研ＳＥＯメソッド」をお話しして参りましょう。 

 

ＳＥＯとは？ 

SEO とは、Search Engine Optimizationの略で、いわゆる「検索エンジン対策」のこと

です。Yahoo や Google の検索結果の上位に表示させて、アクセスアップを狙う対策のこと

を総称してＳＥＯと呼びます。 

ブログやホームページを作る際に、会員さんの関心が一番高いのがこのＳＥＯ。皆さん、

ＳＥＯと聞くと俄然身を乗り出してくる方が多くて、ちょっとビックリする位です。ただ皆

さん、あちらこちらで仕入れた「断片的な知識」に踊らされているところも多いようです。 

ＳＥＯというのは競争が激しくて、「これだけやれば簡単に成果がでます」というわけに

はいきません。細かいテクニックを覚える前に、全体的な「ＳＥＯの考え方」を理解するこ

とが大切です。 

まずは全体の概要を理解して、その上で自社の状況にあわせて適切な対策を施すように心

がけましょう。 
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ＷＥＢ総研ＳＥＯメソッドの効果のほどは・・・・？ 

それでは最初に、ＳＥＯのテクニックがどれほど有効なのかについて、尐し考えてみまし

ょう。 

残念ながら、ＳＥＯ（検索エンジン対策）の世界では、「絶対確実に上位表示される手法」

は存在しません。上手くいくケースもあるし、まったく駄目なケースもある、というのが正

直な感想です。 

我々自身、自社のサイトで色々と検索エンジン対策を試行錯誤していますが、簡単に上位

表示される場合もあれば、競争が激しくてなかなか上位表示されないというケースもありま

す。 

その意味で、「これをやれば絶対確実です」というレベルには到達できていないのですが、

それでも試行錯誤を通じて、「こうやれば比較的上位表示されやすい」手法が見えてきまし

た。 

本ガイドブックでは、我々自身の経験から得られた「比較的成果が出やすい手法」につい

て、なるべく分かりやすくお話ししていきたいと思います。 

さてそれでは、具体的にこの「ＷＥＢ総研ＳＥＯメソッド」がどれくらい効果があるのか、

ちょっとテストしてみましょう。次図は、私のブログ「できる社長はネットで売らない」

（http://blog.akibare.net）の中に用意した、テストページです。 

【テストページ】 

http://blog.akibare.net/article/4965138.html 

 
 

このテストページは、「上福岡」と「中古住宅」というキーワードで上位表示されるよう

に対策を施してあります。（上福岡は、埼玉県にある地名です） 

このテストページを仕込んでから２ヶ月ほどたったころに、Yahoo、Google、MSN の

３大検索エンジン（当時）で検索結果を調査してみました。 

すると、「上福岡 中古住宅」で検索すると、下記のように、３大検索エンジン全てで見

事に「一位表示」されたのです。 

http://blog.akibare.net/
http://blog.akibare.net/article/4965138.html
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【Yahooでの検索結果】 １位表示 

 

【Googleでの検索結果】 １位表示 

 

【MSNでの検索結果】 １位表示 
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このように、Yahoo、Google、MSN の全てで１位表示と、見事「３冠」を達成することが

できました（2008年 2月時点の結果。現在 1位ではありません）。 

このテストケースは、比較的「競争がゆるい」キーワードでしたので効果を出しやすかっ

たのですが、それでも「ＷＥＢ総研ＳＥＯメソッド」の有効性について自信を深めることが

できました。 

会員さまのお便り 

もちろん、こうした上位表示を達成しているのは我々だけではありません。たくさんの会

員さまも、このマニュアルに書かれている「ＷＥＢ総研ＳＥＯメソッド」を活用して、素晴

らしい成果をあげられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉本代表、そして皆様へ 

 

本日、ついに単独キーワードで「ヤフー表示 1 位」になったのでご報告致します。 

以前、ホームページからブログ de ホームページに変えて地区名などを入れること

によって「羽毛布団＋札幌」「羽毛ふとん＋北海道」など「札幌」や「北海道」など

と地区名が入った検索では常に１位表示又は 10 位以内の 1 ページ目表示されるよ

うになったと報告させていただきました。 

ニュースレターにも取り上げていただき、修正点のアドバイスをいただきました。

その後すぐにアドバイス通りの事を実行したところ、地区名を入れない単独キーワ

ードでもついに１位を取れました。アドバイスに従い、実行した結果とその前の比

較は下記の通りです。 

 

＜最重要キーワード＞ 

「羽毛布団」 ヤフー 677,000 件中 79 位  → 23 位 

 グーグル 1,280,000 件中 77 位  → 13 位 

「羽毛ふとん」 ヤフー 521,000 件中 100 位外 →  1 位 

 グーグル 310,000 件中 100 位  → 17 位 

＜重要キーワード＞ 

「羽毛ふとん 選び方」 ヤフー 34,500 件中 43 位  →  1 位 

 グーグル 34,300 件中 21 位  →  8 位 

「羽毛ふとん リフォーム」 ヤフー 58,100 件中 62 位  →  3 位 

 グーグル 38,100 件中 39 位  →  13 位 

 

その他、羽毛布団（羽毛ふとん）クリーニングや高級羽毛布団（ふとん）も最高

2 位から 20 位までにすべてランクインしています。まだリンク数の反映がされたば

かりなので今後更に伸びると思いますが、まずは報告までと思いまして。 

この結果はすべて御社のニュースレターなどの情報発信のおかげです。ありがと

うございました。 

羽毛布団工房ヨネタ 米田社長さま 

http://www.yoneta.jp/ 
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羽毛布団工房ヨネタ 米田社長、ご報告どうもありがとうございました。 

我々が納品した後に、今あなたがお読みのこのマニュアルなどをもとに、自分自身でＳＥ

Ｏ対策を施したところ、ご報告いただいたように Yahoo!で一位表示を達成、Googleでも見

事に上位表示されたというわけです（2008年 2月時点の結果）。 

また米田社長は、我々が運営する人気サイトから会員さまのサイトをリンクする「SEO

リンクオプション」のサービスをご利用いただいていますが、このサービスの効果も大きか

ったようです。 

さあ、今度はあなたの番です。あなたのサイトを Yahoo!や Googleで上位表示するための

テクニックを早速お話ししていきましょう。 
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１．初級編 

まず最初に、ＳＥＯ（検索エンジン対策）

の基本的なポイントをお話ししましょう。

理論的な解説は次章以降でお話しします

ので、本章では「最低限これだけは理解し

ましょう」というポイントをご理解下さい。 

●ＳＥＯの進め方 

難しい話はさておき、あなたのサイトを

Yahoo!や Google で上位表示させるための

ステップは下記の通りです。 

◇ステップ（１）  

上位表示させたい「キーワード」を選ぶ 

◇ステップ（２）  

キーワードを含めた「サイト名」を考える 

◇ステップ（３）  

そのキーワードをサイトに埋め込む 

  ・ページタイトル 

  ・ヘッダー 

  ・サイドバー 

  ・フッター 

  ・見出し 

  ・コンテンツ（記事） 

◇ステップ（４） 

Yahoo!や Googleでクリックされる仕掛け

を作る 

◇ステップ（５） 

他サイトにからリンクしてもらう 

◇ステップ（６） 

アクセス解析でキーワードを分析する 

 

それでは個別に、各ステップについてお

話ししていきましょう。 

◇ステップ（１）  

上位表示させたいキーワードを選ぶ 

まず最初に、検索エンジンでお客さんが

検索しそうな「キーワード」を選びましょ

う。 

一生懸命に検索エンジン対策を行って

も、その対策を施した「キーワード」が、

お客さんが全く使わないキーワードでは、

その対策が無駄になってしまいます。 

対策に先立って、自社のホームページに

来て欲しいお客さんが検索エンジンで使

いそうな「キーワード」を洗い出しておく

ことが大切です。 

具体的な選定方法は後ほどお話ししま

すが、まずは手っ取り早く「お客さんは、

どんなキーワードを使うだろう」と想像し

てみましょう。 

なお、あまりキーワードが多すぎると対

策するのが大変ですから、３～４個にキー

ワードを絞っておきましょう。 

例えばこんな感じです。 

【キーワードのサンプル】 

兵庫県の社会保険労務士事務所の場合 

 

◇ステップ（２） 

キーワードを含めたサイト名を考える 

「サイト名」というのは、「ホームペー

ジの名前」で、通常はホームページの左上

に「ロゴ」として表示されます。 

先ほどキーワードとして、 

 「社会保険労務士」 

 「事務所」 

 「兵庫県」 

というキーワードを選びましたが、これら

を利用した「サイト名」の例としては、 

「秋晴社会保険労務士事務所」 

が考えられます。 

社会保険労務士 

 

事務所 

 

兵庫県 
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【サイト名】 

 

上記のサンプルサイトでは、「秋晴社会

保険労務士 事務所」として、二つのキー

ワードを含めています。 

もし「兵庫県」というキーワードも「サ

イト名」に含めるのであれば、 

「兵庫県の秋晴社会保険労務士事務所」 

というようなサイト名も考えられます。 

でもこれでは何となくイマイチですか

ら、ここでは「兵庫県」というキーワード

をサイト名に含めるのを諦めました。 

こんな感じで、あなたもキーワードを含

めたサイト名を考えてみましょう。 

●ページタイトルとは？ 

次のステップに行く前に、「ページタイ

トル」についてお話ししておきましょう。 

「ページタイトル」とは、ブラウザのウ

ィンドウ左上に表示される項目で、ＳＥＯ

の最重要項目です。 

下記は、先ほどの Google・Yahoo!・MSN

で一位表示「三冠達成」ページですが、こ

のページのブラウザーの左上の部分に、 

【三冠達成のページ】 

http://blog.akibare.net/article/4965138.html 

 

【ページタイトル】 

 

「サイト名」は、「できる社長はネットで売らない」。「ペ

ージタイトル」は、「上福岡の中古住宅事情」。（サイト

は、複数のページから構成される） 

 「上福岡の中古住宅事情」 

と表示されています。これが「ページタイ

トル」です。 

この「ページタイトル」に、「上福岡」

と「中古住宅」というキーワードが含まれ

ていますが、これにより 

 「上福岡 中古住宅」 

というキーワードで検索された時に、上位

表示されやすくなるのです。 

検索エンジンは、この「ページタイトル」

に含まれたキーワードを重要視します。

「ページタイトル」は、文字通りそのペー

ジの「タイトル」ですから、そこに含まれ

た「キーワード」は、そのページの内容を

表していると検索エンジンは判断します。 

そのため「ページタイトル」に含まれた

キーワードは重要視され、結果的に「ペー

http://blog.akibare.net/article/4965138.html
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ジタイトル」にキーワードを埋め込むと、

上位表示されやすくなるのです。 

ところで、次図の検索結果を見ると、検

索エンジンの結果にも、「上福岡の中古住

宅事情」という日本語が表示されています。 

【Googleでの検索結果】 

 

 

 

 

これは先ほどの「ページタイトル」が表

示されているものです。 

「ページタイトル」は、ブラウザの左上

に表示されるだけではなく、このように

「検索結果」にも表示されます。 

◇ステップ（３） 

「サイト」にキーワードを埋め込む 

ページタイトルをご理解いただいたと

ころで、続いてはサイト内にキーワードを

どのように埋め込んでいくかについて考

えていきましょう。 

サイト内でキーワードを埋め込む箇所

は下記の通りです。 

・ページタイトル 

・ヘッダー 

・見出し 

・メニュー 

・サイドバー 

・フッター 

・コンテンツ（記事） 

 

 

◇ステップ（３）-（１） 

「ページタイトル」にキーワードを埋め込む 

まず、先ほどご説明したページタイトル

に、キーワードを埋め込んだ例を見てみま

しょう。先ほどのキーワード、 

 「社会保険労務士」 

 「事務所」 

 「兵庫県」 

だと、こんな風にページタイトルを考えて

みましょう。 

サイト名 

ページタイトル 

ヘッダー 

メ ニ ュ ー

 

  

サイドバー 

フッター 

見出し 

コンテンツ 

（記事） 
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【ページタイトル】 

 

 

 

上記はトップページのページタイトル

のサンプルですが、 

「兵庫県の秋晴れ社会保険労務士 事務

所（神戸）」 

というように、３つのキーワードを全て盛

り込んでいます。ただし、キーワードの盛

り込みすぎには注意しましょう。 

なお、この「ページタイトル」を「サイ

ト名」と一致させる必要はありません。こ

こでは「サイト名」は「秋晴社会保険労務

士事務所」ですが、「ページタイトル」は

サイト名とは別に設定しています。 

◇ステップ（３）-（２） 

「ヘッダー」にキーワードを埋め込む 

「ヘッダー」とはページ上部のエリアで、

多くのサイトでは、全ページ共通のヘッダ

ーが表示されます。この「ヘッダー」にキ

ーワードを埋め込みましょう。 

またあなたの「会社名」と、「住所」を

この場所に記載しておきましょう。 

下図の「ヘッダー」を見ていただくと、

「兵庫県」「社会保険労務士」「事務所」と

いったキーワードが散りばめられている

のがお分かりいただけると思います。 

特にヘッダーで、「事務所名」と「事務

所の住所」を記載するのが大切です。サン

プルのように、「ヘッダー」に、「事務所名」

と事務所の「住所」を記載すると、地域名

で検索された時に上位表示されやすくな

ります。 

ここでも、キーワードの入れすぎには注

意しましょう。ヘッダー下紹介文およびヘ

ッダーメニューは、あるキーワードの出現

回数を３回以内にするのが目安です。 

◇ステップ（３）-（３） 

「フッター」にキーワードを埋め込む 

「フッター」とはページ下部のエリアで、

「ヘッダー」と同じく通常はサイト内の全

ページ共通です。 

「フッター」には一般的に連絡先を記し

【ヘッダー】 

【フッター】 
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ますが、ここに「サイト名」「事務所名」

「住所」等を記載することで、さりげなく

キーワードを埋め込むことができます。 

◇ステップ（３）-（４） 

「サイドバー」にキーワードを埋め込む 

「サイドバー」というのは、コンテンツ

の横のエリアで、通常は「メニュー」が配

置されます。 

【サイドバー】 

 

このサイドバーにも、フッターと同じく

「サイト名」「事務所名」「住所」等を記載

することで、キーワードを埋め込むことが

できます。 

◇ステップ（３）-（５） 

「見出し」にキーワードを埋め込む 

またキーワードを、「見出し」に含める

ことも大切です。「見出し」とは、コンテ

ンツの文書のかたまりにつけるもので、下

図の枠で囲まれた部分が「見出し」です。 

検索エンジンは「見出し」に含まれたキ

ーワードを重要視しますので、そのページ

の「キーワード」を「見出し」に含めるよ

うにしましょう。 

◇ステップ（３）-（６） 

「コンテンツ」にキーワードを埋め込む 

またキーワードをコンテンツ（記事）に

含めることも大切です。 

下図には、何回も「上福岡」「中古住宅」

というキーワードが出てきます。 

見出し 

【見出し と コンテンツ（記事）】 
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実はこの記事は、Yahoo!・Google・MSN

で３冠を達成したテストページなのです

が、このようにキーワードを記事の本文に

複数回登場させることで、検索エンジンで

の上位表示を狙ったわけです。 

ただしここでも、キーワードを入れすぎ

ではいけません。目安として、ページ全体

としての各キーワードの出現回数を 10 回

以下、かつ比率を３％以内に抑えるよう調

整するとよいでしょう。 

こうしたキーワードの出現回数や出現

比率のことを、「キーワード出現頻度」と

いいます。キーワード出現頻度を調べるに

は、「ＳＥＯチェキ！」など、ネット上の

無料ツールを使うと便利です。 

調べたいページのＵＲＬを入力してボ

タンをクリックすると、キーワード出現回

数や出現比率が一覧で表示されますので、

ぜひ活用してみてください。 

【キーワード出現頻度チェックツール】 

「SEOチェキ！」（無料）

http://seocheki.net/

 

◇ステップ（３）-（７） 

「メニュー」にキーワードを埋め込む 

またメニュー部分にキーワードを含め

るのも重要です。 

先ほどの三冠達成のテストサイトのメ

ニュー部分を拡大してみましょう。 

【メニュー】 

 
 

このメニューは、ブログの全ページに掲

載されているのですが、上記の通り、「上

福岡の中古住宅事情」という名前のリンク

が用意されています。 

このメニュー（リンク）をクリックする

と、「上福岡」と「中古住宅」というキー

ワードを埋め込んだ、先ほどのページが表

示されます。 

さてここで重要なのは、このメニュー

（リンク）の中に、「リンク先（飛び先）

のキーワード」を含めることです。 

メニューが表示されている「そのページ

のキーワード」ではなく、メニュー（リン

ク）をクリックして開く「リンク先（飛び

先）のキーワード」を、このメニューに含

めることがＳＥＯ的に重要なのです。 

上図を見ていただくと、メニュー名が 

  「上福岡の中古住宅事情」 

ということで、「上福岡」「中古住宅」とい

う飛び先のキーワードが含まれています。 

もしこのメニュー名が、 

  「お得な情報はこちら」 

というような感じだと、「リンク先」のキ

ーワードが含まれていませんから、ＳＥＯ

の効果はあまり見込めません。 

http://seocheki.net/
http://seocheki.net/
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●ステップ（３）の復習 

検索エンジンは、ページ内の「キーワー

ドの埋め込み状況」をみて、検索結果の表

示順位を決めます。 

したがって、上位表示させるためには、

ここで述べたような場所に、キーワードを

埋め込むことが効果的です。 

ただし、キーワードの入れすぎは禁物で

す。不自然なほど埋め込みすぎると、検索

エンジンに不正行為と判断され、上位表示

どころか検索結果から消えてしまうこと

もあります。くれぐれも過剰にならないよ

う注意しましょう。 

それでは、最後にもう一度キーワードの

埋め込み場所について、下図に掲載してお

きますのでイメージを掴んでください。 

 

 

 

以上、キーワードの埋め込みポイントに

ついてお話ししました。 

●検索結果の表示文言 

しかしながら、検索エンジンの上位に表

示されるだけでは、まだあなたの目的は達

成されていません。実際にお客さんがその

検索結果をクリックして、あなたのサイト

に訪れてくれて、初めてアクセスアップに

つながります。 

ところで、あなたが Yahoo!や Googleで

検索した時に、全ての検索結果をクリック

するでしょうか？おそらく、検索結果を斜

め読みして、自分が探しているテーマに関

係しそうなサイトだけをクリックすると

思います。 

この場合問題になるのは、あなたが「何

を見て」クリックするかという点なのです

が、これはもちろん、「検索結果に表示さ

れた文言」を見て、クリックするかどうか

を判断します。 

ここで尐しサンプルをご説明しましょ

う。下記は、「ビジネスブログ制作 青森」

というキーワードで検索した結果です。 

【ビジネスブログ制作 青森の検索結果】 

 

広告

  

広告

  

１. 

２. 

サイト名 

ページタイトル 

ヘッダー 

メ ニ ュ ー

 

  

サイドバー 

フッター 

見出し 

コンテンツ 

（記事） 
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上図では、１位と２位（１と２）に見事

『ブログｄｅホームページ』のサイトが表

示されています。 

一方、ページ上部と右側には広告が表示

されています。弊社のようにＳＥＯで１位

と２位を独占できたら、もちろんこのよう

な場所に広告を出す必要はありません。 

ところで広告の場合、自サイトに誘導す

るために、広告の文言に工夫をこらします。

上図のケースだとこんな感じです。 

【上部の広告の拡大図】 

 

【右部分の広告の拡大図】 

 

上記のように、いかにも「クリックした

くなる」文書を散りばめて、お客さんを自

分のサイトに誘導します。 

そしてこの文書は、広告主が自由に設定

できます。自分がターゲットとするお客さ

んにあわせて、自由に文書を登録すること

ができるのです。 

ところが、検索エンジンで表示される文

言は、通常こちらの思い通りになりません。

検索エンジンが、ページの中から適当に文

書を作成しますので、どんな文書が表示さ

れるかは検索エンジン任せになります。 

【３位・４位の検索エンジンの表示結果】 

 

上記は、先ほどの「ビジネスブログ制作 

青森」で検索した際に表示された、３位と

４位のページです。 

先ほどの広告文に比べると、文書のアピ

ール力が全く違います。そもそも日本語と

して、きちんとした文書になっていません。 

これは検索エンジンが、ページの中でキ

ーワードを含む部分を、適当に抽出・合成

して文書を作るため、日本語としておかし

な文書になってしまうのです。 

こうした文書が表示された場合、果たし

てどれくらいの人がクリックしてくれる

のか、ちょっと心配になってしまいます。 

一方下記は、ブログｄｅホームページの

表示結果です。 

【ブログｄｅホームページの表示結果】 

 

上記で表示されているのは、「ブログｄ

http://www.blogdehp.jp/?9ebseo
http://www.blogdehp.jp/?9ebseo
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ｅホームページ」サイトの１ページなので

すが、まるで「広告文」のような文書が表

示されています。 

サービスの特徴に加え、サービスの価格

まで表示されていますから、先ほどの３位

４位のサイトに比べると、こちらの方がク

リックしてもらえる可能性はかなり高い

と思います。 

単に検索結果の上位に表示されるだけ

でなく、このように「広告のような文言」

が表示されれば、より多くのアクセスが見

込めるでしょう。 

◇ステップ（４） 

Yahoo!や Googleの検索結果でクリックして

もらえる仕掛け作り 

それではどうすれば、このように検索結

果の表示文言を操作できるのでしょうか。 

これは、<meta>タグという場所にキー

ワードを埋め込むことで可能となります。 

ＳＥＯの古典的な手法として、HTML 文

の最初の部分にある<meta>タグという

場所にキーワードを埋めこむという方法

があります。 

【ＨＴＭＬの<head>部分】 

 

尐し専門的になりますが、我々のページ

の場合、<meta>タグというのは、HTML

文の<head>という場所に、前図のように

記述されています。 

 

【Googleの表示結果】 

 

【ページタイトル】 

 

 

ちょっと専門的になるので、詳しいこと

は端折りますが、HTML の<title>に先ほど

お話しした「ページタイトル」が記述され

ていて、これがそのまま検索エンジンの表

示結果の１行目に表示されます。 

また、<meta name="description" 

は、ページの「概要」を記載する部分です。

先ほどの我々の検索結果の表示文言は、こ

この内容の一部を Google が抽出して表示

しています。 

毎回必ずというわけではないのですが、

この部分に書かれた内容が、Google や

Yahooの検索結果に直接表示されることが

多いので、我々のように「お客さんがクリ

ックしたくなるような文書」を、ここに記

載しておきましょう。 

なおこの事例は Google でお話ししまし

たが、Yahoo!でも考え方は同じです。 

・HTMLの<title> 

  ＝ ページタイトル 

  ＝ 検索結果の１行目 

<head> 

<title> 

ビジネスブログでのホームページ制作事例：青

森(八戸市,青森県,青森市,他) 

</title> 

<meta name="description" content= 

"青森でのホームページ制作、ビジネスブログ

制作の事例をご紹介。低価格で SEO つき、更

新が簡単なホームページ制作・ビジネスブロ

グ制作サービスを、青森、八戸市、青森県、青

森市で初期費用 50,000 円～ご提供中。青森

県、青森市、青森、八戸市でホームページ制

作会社・ビジネスブログ制作会社をお探しの

方にお勧め。"> 

</head> 
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・HTMLの<meta description> 

  ＝ 検索結果の説明文 

となりますので、ここを設定することで、

ある程度「検索結果の表示内容」を操作す

ることができるのです。 

●リンクが０件だと表示されない 

ところで、いくらキーワードを埋めこん

だとしても、実はあなたのサイトをリンク

してくれるサイトが０件の場合、検索エン

ジンには決して表示されません。 

誰からもリンクされないページは、イン

ターネットでは「価値がない」と、検索エ

ンジンは判断するからです。 

逆に 

・ 多くのサイトからリンクされている 

あるいは、 

・有名なサイトからリンクされている 

場合、あなたのサイトを「重要なサイトだ」

というように検索エンジンは判断します。 

したがって、キーワードを自分のサイト

に一生懸命埋め込むだけではなく、なるべ

く多くのサイトからリンクしてもらいま

しょう。あるいはなるべく有名なサイトか

らリンクしてもらいましょう。 

あなたのホームページをリンクしてく

れるサイトが多ければ多いほど、あなたの

ホームページが上位表示されやすくなり

ます。 

◇ステップ（５） 

あなたのサイトをリンクしてもらう 

さて、他のサイトにリンクしてもらう方

法として、下記３つの対策を実施しましょ

う。 

○相互リンクの依頼をする 

なるべく多くのサイトに「相互リンク」

の依頼をしましょう。こちらが先方のサイ

トをリンクする代わりに、先方のサイトで

もあなたのホームページをリンクしても

らう方法です。 

あなたのホームページと読者が重なる

サイトを選んで、「相互リンクしてくださ

い」というお願いをメールでしてみましょ

う。 

当面の目標として、３００くらいのサイ

トに相互リンクを依頼してみましょう。 

○ブログｄｅホームページの SEO リンクオプ

ションサービスを利用 

上記サービス以外に、ブログｄｅホーム

ページの運営サイトから、あなたのホーム

ページにリンクをはるサービスを提供し

ています（自動で登録されますので、お申

込みは不要です）。 

ブログｄｅホームページでは、多数のサ

イトを運営していますが、そのどれもが

PageRank と呼ばれる「ネットの人気度」

が高い有名サイトです。 

これらのサイトからリンクすることで、

検索エンジンで上位表示される可能性が

高まります。 

ブログｄｅホームページの会員さんが

上位表示される理由の一つは、「ネット上

の有名サイト」である「ブログｄｅホーム

ページのサイトからリンクされる」ことに

あります。我々のサイトからリンクするこ

とが、会員さんの上位表示を後押ししてい

るわけです。 

ぜひあなたも、我々の会員さんに負けな

いで、なるべく多くの、そして有名なサイ

トからリンクしてもらってください。 
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◇ステップ（６） 

アクセス解析でキーワードを分析する 

さて、ステップ（５）まででひと通りの

対策が終わったわけですが、それ以降は

「アクセス解析」を利用して、アクセス数

や検索キーワードを調査してみましょう

（アクセス解析画面は一部現在のものと

異なります）。 

下図は、私の社長日記【起業家ブログ支

援塾】http://blog.akibare.net のアクセ

ス解析の管理画面です。 

【アクセス解析の画面サンプル】 

 

これは、2006年 1月 25日のアクセス解

析結果なのですが、ページ別のアクセス数

が一覧で表示されています。 

【サイト全体のアクセス数】 

 

右上の部分を拡大したのが上記ですが、

これを見ると、一日あたりの「ページビュ

ー」、いわゆるアクセス数が「3,074」件

あったことが分かります。 

それではこれらのアクセスのうち、検索

エンジン経由がどれ位あったかを見てみ

ましょう。 

【検索エンジン経由のアクセス数】 

 

 

上記を見ると、 

  yahoo_japan  136 アクセス 

  google      27 アクセス  

ということですから、それほど検索エンジ

ン経由のアクセスは多くないことが分か

ります。 

次に、検索エンジン経由のキーワードと

して、どんなキーワードで検索されたかを

見てみましょう。 

【検索キーワード別のアクセス数】 

 

 

上記によると、 

   ブログ    77  

   ライブドア  74  

   堀江     70  

   堀江貴文   12  

   三木谷    11  

http://blog.akibare.net/
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   オンザエッジ  9  

   プロフィール  8  

   成和塾      8  

   楽天       8  

   三木谷浩史   7 

ということですから、堀江さん関連の検索

が多いことが分かります。 

実はこれはブログの中で、堀江社長の逮

捕についてコメントした記事があるので

すが、この記事が上位表示されて、アクセ

スに繋がった模様です。 

元々このブログとしては、「堀江」とい

うキーワードでは特に対策を行っていな

かったので、ちょっとびっくりしました。 

このようにアクセス解析を見ると、自分

が当初想定していなかったキーワードに

よるアクセスが意外と多い、ということも

尐なくありません。 

したがって、こまめにアクセス解析をチ

ェックして、想定キーワードでアクセスが

取れているのか、あるいはどんなキーワー

ドが使われているのか、ということをチェ

ックしましょう。 

そして、尐なくとも週に１回くらいはア

クセス解析をチェックして、新たな検索エ

ンジン対策について考えるようにしまし

ょう。 

●検索エンジン対策が反映されるには時間が

かかります 

実は検索エンジン対策というのは、息の

長い継続的な取り組みが必要です。 

あなたのサイトへの対策実施後、それが

検索結果に反映されるまで、 

  ３～６ヶ月 

くらいはかかります。 

したがって、今日サイトを変更したから

といって、明日からすぐ上位表示される、

というようなものではありません。 

すぐに成果が出ないのでモチベーショ

ンを保つのが大変ですが、検索結果に上位

表示されないからと言って諦めないで、地

道に対策を続けましょう。 

●ブログは SEOの作業が簡単 

以上述べてきたような対策をきちんと

行えば、あなたのサイトが上位表示される

可能性が高まります。 

しかし通常のホームページの場合、実際

にこうした対策を施すためには、一定のス

キルが必要です。そのため、そのスキルが

ない場合は、「理論は分かるけど、実践方

法が分からない」という人も尐なくありま

せん。 

検索エンジン対策の考え方自体は決し

て難しいことはないのですが、具体的な対

策を自分のホームページに施すためには、

「技術的なハードル」を乗り越えなければ

いけません。 

一定のスキルがないと、ここで述べた対

策を、実際に自分のホームページに適用す

ることができないのです。 

特に、先ほどの述べたステップのうち、 

・ステップ（３）  

キーワードをサイトに埋め込む 

・ステップ（４） 

検索エンジンでクリックされる仕掛

け作り 

に関しては、一定のスキルがないと、それ

を実現するのは困難です。 

ホームページが検索エンジンで上位に

表示されない理由はいくつか考えられま

すが、その大きな理由の一つが、この「技

術的なハードル」です。 

業者に頼む場合はともかく、自分でホー

ムページを更新している場合は、こうした
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技術上の課題がネックとなって、検索エン

ジンで上位表示されないケースは尐なく

ありません。 

しかしブログ、特に「ビジネスブログ」

を利用した場合、この技術的な課題が、簡

単にクリアされます。 

ブログを使うことで、技術的に詳しくな

い人でも、簡単に上記の検索エンジン対策

を行うことができるのです。 

わざわざ専門的なホームページ制作ス

キルを身につけなくても、最低限の対策が

行えるのがブログの良いところです。 

 

以上、「理屈はともかく、何をしたらい

いか教えて欲しい」という方むけに、「Ｓ

ＥＯのために、最低限これだけは実施しま

しょう」というポイントをお話ししました。 

「忙しくてこのガイドブックを全部読

んでいる暇がない」という人も、ぜひ本章

に書かれた内容だけは実施してください。

ここの内容を実施するだけで、４０点くら

いのＳＥＯ対策の効果が得られます。 

さて、もう尐し理論的なところも学んで

みたいという方は、次ページ以降をお読み

いただいて、さらに高度なノウハウを習得

していきましょう。 
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２．キーワードの選び方 

前章で、ＳＥＯの概略についてご理解い

ただけたと思いますので、本章からは「中

級編」として、もう尐し具体的なテクニッ

クをお話ししていきましょう。 

本章では、初級編の、 

【ステップ（１）上位表示させたいキー

ワードを選ぶ】 

を、もう尐し詳しく見ていきます。 

１）勝てるキーワードの選び方 

まず最初に、確実に上位表示が実現でき

る「勝てるキーワードの選び方」について

お話ししましょう。 

●キーワードの検索件数の調査方法 

検索エンジン対策（ＳＥＯ）の第一歩は、

検索エンジンで上位表示させたいキーワ

ードを選ぶことです。 

キーワードの選定にあたっては、下記の

ツールを利用します。 

【Google AdWords キーワードツール】 

 

上記の「キーワードツール」を利用する

と、Google社が計測している「１ヵ月間」

のキーワードの検索件数が表示されます。 

検索エンジンで「Google キーワードツ

ール」と検索すると、簡単に見つけること

ができます。 

さてそれでは、本ツールの使い方を具体

的に見ていきましょう。ここでは、「社労

士事務所」を例として、キーワードを選ん

でみます。 

例えば、社労士さんのお仕事に関連した

「就業規則」というキーワードを入力する

と、このような画面が表示されます。 

「グローバル月間検索ボリューム」とい

う列に表示されている数字に注目してく

ださい。 

【就業規則の検索件数】 

 

この｢グローバル月間検索ボリューム｣

というのは、「そのキーワード（と、その

関連キーワード）で毎月何回くらい検索さ

れたか」を表す数字です。 

「就業規則」というキーワードがダント

ツに多くて、１ヵ月に 74,000 回検索され

ています。このキーワードで上位に表示さ

れれば良いのですが、それが無理な場合は、

後続のキーワードを選ぶのも一つの手で

す。 

「就業規則」では上位に行けなくても、

「就業規則 変更」や「就業規則 労働」

といった、数は尐ないですが有力なキーワ
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ードで対策を施す、というのもお勧めの方

法です。 

先ほどの画面で、「就業規則変更」の右

端にある「追加」という文字をクリックし、

画面右側の「関連するキーワードをさらに

取得」ボタンをクリックすると、「就業規

則変更」に関連する検索件数が表示されま

す。 

このように色々なキーワードを入力し

てみて、検索エンジン対策用のキーワード

を選んでいきましょう。 

●ライバルは多いか？ 

さて、キーワードを選ぶ際に、どれくら

い競争が激しいかが重要な考慮点になり

ます。 

ライバルがたくさんいる「激戦区」のキ

ーワードでは、そう簡単に上位表示される

わけではありません。 

例えば、「就業規則」というキーワード

の場合、ライバルがどれ位いるのか調べて

みましょう。 

調べ方は簡単で、検索エンジンで「就業

規則」というキーワードで検索してみます。

すると、検索結果の右上に、そのキーワー

ドを含むサイトがどれ位あるのか表示さ

れます。 

【就業規則で検索】 

 

【上記の拡大図】 

 

上図からは「就業規則」というキーワー

ドに関して、「2,640,000 件」もライバル

サイトがあることが分かります。 

264 万もライバルがいるわけですから、

そう簡単に上位表示されるとは思えませ

ん。 

そこで尐しキーワードを見直して、「就

業規則変更届」を調べてみましょう。 

すると今度は「164,000 件」と、だい

ぶライバルが減りました。 

264 万件のライバルに勝つのは大変で

すが、16 万件のライバルだったらそれほ

ど大変ではありません（これらの数値は、

検索の都度誤差が生じますのであくまで

も目安としてお考えください）。 

このように、そのキーワードに関してど

れくらいライバルがいるのか、あらかじめ

調べておきましょう。 

●Googleのツールバーをインストール 

さて SEO 用のキーワードが洗い出せた

ら、次はあなたのサイトが、そのキーワー

ドで検索結果の上位に表示されるかを判

断しなければいけません。 

そのためには、「Google のツールバー」

で「PageRank」を比較しましょう。 

Google ツールバーをまだ利用していな

い方は、「Googleのトップページ」→「も

っと見る」→「さらにもっと」→「ツール

バー」と選ぶと、ダウンロード画面が表示

されますので、そこからダウンロードして

ください。 



 

 21  

 

©2006 Toshihiro Yoshimoto 

【Googleのトップページ】 

http://www.google.co.jp 

 

↓ 

 

↓ 

【Google ツールバー】 

 

 

さてインストールが終了すると、ブラウ

ザー上部に Google ツールバーが表示さ

れます。 

【Googleツールバーインストール済みブラウザ】 

 

※枠で囲まれたところが、Google ツール

バーです。 

●PageRank とは？ 

Google ツールバーをインストールする

と、ツールバー上に PageRank（ページ

ランク）が表示されるようになります。 

PageRank とは、Google が世界中のホ

ームページを０～１０にランク付けした

ものです。０が最低、１０が最高ランクで、

通常は２～４くらいです。 

 

【PageRank部分の拡大図】 

 

上記のブログｄｅホームページのペー

ジでは、吹き出し部分の右端に「5/10」

と表示されていますが、これは 10 段階の

うちの PageRank＝5 という意味です。 

PageRankが高いほど、「人気ページ」だ

と見なされて、検索結果で上位表示されや

すくなります。 

またこの PageRank は、ページごとに決

定されます。トップページの PageRank は

「５」でしたが、別のページは「PageRank

＝３」という具合です。 
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つまり、ホームページ全体のランクでは

なく、それぞれの個別ページを０～１０に

ランクづけしたものが PageRank なのです。 

さて、Google が検索結果を表示する際

には、この PageRank を参考にします。厳

密には、PageRank 以外にも様々な要因が

からむのですが、条件が同じであれば、

PageRank＝1 のページより、PageRank＝5

のページの方が、上位表示される可能性は

高いのです。 

●ライバルの PageRankを調査 

検索エンジン対策を考える場合はまず、

ライバルとあなたのホームページの

PageRank を比較してみましょう。ライバ

ルと比べて PageRank が同等か、勝ってい

れば、充分に勝機があります。 

例として、先ほどの「就業規則」という

キーワードで考えてみましょう。Google

で「就業規則」で検索し、最初に表示され

た「就業規則 - Wikipedia」をクリックし

て、実際にページを表示してみます。 

【検索結果１件目の PageRank】 

 
 

Google ツ ー ル バ ー に 表 示 さ れ た

PageRankを見てみると PageRankは「5/10」、

すなわち 

  PageRank＝５ 

ということが分かります。 

同じように、２位のサイトは PageRank

＝４、３位は PageRank＝３、４位は

PageRank＝４、５位は PageRank＝２でし

た。 

したがって、もしあなたのサイトの

PageRank が、２以下なら、別のキーワー

ドを選んだ方が良いでしょう。 

逆に、あなたのサイトの PageRank が４

以上だったら、このキーワードで上位表示

される可能性は十分高いです。 

一方、あなたのホームページの PageRank

が３の場合は、ライバルと同じ PageRank

ですから、勝負は五分五分です。トライし

てみて、暫く様子を見るもよし、もう尐し

確実に上位表示されそうなキーワードを

選ぶもよし、という感じになります。 

●別のキーワードを選ぶなら 

では、「就業規則」より検索数の尐ない

「就業規則 変更届」ではどうでしょうか。

先ほどと同じように、検索結果を上から順

にクリックして、そのページの PageRank

を見ていくと、今度は PageRank＝０～３

のページが上位表示されていました。 

先ほどよりも競争が緩やかですから、場

合によっては「就業規則」というキーワー

ドで勝負するのは諦めて、代わりに「就業

規則 変更届」というキーワードを選んだ

方が良いかもれないわけです。 

●勝てるキーワードの選び方 

「勝てるキーワード」の選び方をもう一

度まとめておきましょう。 

1)キーワードツールで、キーワードの目

星をつける 

2) 実際にそのキーワードを使って

Googleで検索してみる 

3) 検索結果の上位に表示されたページ

の PageRank を調査する 

4) 自分の PageRank と比較して、その

キーワードで勝負するかどうか判断 
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こうした作業を繰り返して、「勝てるキ

ーワード」を選んでいきましょう。 

なお、実際には PageRank を比べるだけ

では不十分で、被リンクなどの指標もあわ

せて検討する必要があります。ただ、SEO

初心者の方は、ひとまずこの方法をやって

みて、キーワード選びの感覚をつかんでみ

てください。 

以上、「勝てるキーワードの選び方」に

ついてお話ししてきました。続いては、「地

キーワードの選び方」についてお話ししま

しょう。 

２）地域キーワードの選び方 

一般的には、以上のようなプロセスでキ

ーワードを選んでいくわけですが、意外と

「上位表示されそうなキーワード」が見つ

からないケースが尐なくありません。 

そうした場合は、「地元のお客さんにア

クセスしてもらう」ことを目指して、「地

域キーワード」で対策を施してみましょう。 

●地域キーワードの重要性 

例として、社労士事務所のホームページ

を想定して、地域キーワードをどう選べば

良いかについて考えてみます。 

まず、あなたが社労士事務所の所長さん

だったとします。そして事務所のホームペ

ージを立ち上げる場合、ＳＥＯのキーワー

ドとして、どんなキーワードを選べば良い

でしょうか。 

まずはお客さんが、入力しそうなキーワ

ードを考えましょう。 

社労士先生の多くは、「就業規則」とか

「労務管理」といった「業務的なキーワー

ド」をすぐに思い浮かべると思います。 

しかし前節でお話ししたように、得てし

てこうした「業務系のキーワード」は競争

が激しく、上位表示が難しいケースが尐な

くありません。 

もし業務系のキーワードでの上位表示

が難しいのなら、 

  地域名 

による検索を考えましょう。 

例えば、企業の経営者が社労士の先生を

探す時は、通常「近所の先生」を探します。 

神戸の経営者は、北海道や東京ではなく、

地元の社労士事務所に仕事を依頼したい

ものなのです。したがって、神戸の経営者

が社労士の先生を探して検索する際には、 

  神戸市 ＋ 社会保険労務士 

といったキーワードを使います。 

ですから、神戸市の社労士の先生がＳＥ

Ｏを考えるのなら、「神戸市 ＋ 社会保険

労務士」というキーワードで上位表示を狙

いましょう。 

たとえ 

 「労務管理」 

というキーワードで上位表示されなかっ

たとしても、 

 「神戸市 ＋ 社会保険労務士」 

というキーワードで上位表示されれば、お

客さんを獲得できるチャンスは高いので

す。 

実は、「労務管理」で検索したお客さん

が、検索結果の上位に表示された事務所に、

そのままお仕事を頼むとは限りません。 

というのは、士業の場合、たとえ検索エ

ンジンの上位に表示されたとしても、その

事務所が遠く離れた地域にある場合は、お

客さんは滅多に仕事を頼みません。 

「神戸」の社長さんが「労務管理」で検

索しても、上位表示されたホームページが
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「東京」の社労士事務所ばかりだったら、

恐らくキーワードを変えて再検索するで

しょう。 

そして、その再検索に利用するキーワー

ドが「神戸 ＋ 社労士事務所」なのです。 

したがって、「労務管理」で上位表示さ

れなかったとしても、「神戸 ＋ 社労士事

務所」で上位表示されれば、地元の経営者

がホームページにアクセスしてくれます。

その結果、お仕事に繋がる可能性は高いわ

けです。 

●周辺地域のキーワード 

さて、「神戸」に事務所を構える社労士

さんの場合、実際のお客さんは神戸に限定

されるわけではありません。 

・西宮 

・明石 

といった近隣地域、場合によっては 

・大阪 

・京都 

といった、他府県も対象地域に入るかもし

れません。こうした場合、どこまでをＳＥ

Ｏ対象にするかが悩ましいところです。 

人によっては、関西地区の全県＋市町村

という人もいますが、現実問題、全ての「市

名」や「町名」に対策を打つのは大変です。 

また、神戸の社労士さんが、「大阪」と

いうキーワードで上位表示されるかとい

うと、多分それも難しいでしょう。 

というわけで、最初のうちは、地域キー

ワードとしては、 

・事務所を構える市町村 

・その周辺２～３の市町村 

にキーワードを絞ることをお勧めします。 

大阪、京都、奈良、兵庫、といった広域

キーワードを狙って失敗するよりは、地域

を絞り込んで対策を打った方が効果が出

やすいのです。 

３）上級編のキーワードテクニック 

さて、以上で「地域キーワード」の使い

方についてイメージできたと思いますの

で、引き続きもう尐し上級のテクニックを

見ていきましょう。 

●同意語も大切に 

ところで検索を行う時には、いくつかの

バリエーションが考えられます。 

例えば、 

・社労士 

・社会保険労務士 

という感じで、正式用語と略語のパターン

があります。 

また、「事務所」の言い回しを変えるケ

ースもあり、例えば、 

・「税理士事務所」と「会計事務所」 

・「法律事務所」と「弁護士事務所」 

という感じで、複数のキーワードが考えら

れるお仕事は尐なくありません。 

お客さんが「税理士事務所」と検索する

か、「会計事務所」と検索するかによって、

対策すべきキーワードが異なってくるわ

けです。 

実際にキーワードツールで調べてみる

と、 

 15,948  税理士事務所  

 15,691  会計事務所 

  4,827  弁護士事務所   

 28,379  法律 事務所  

という感じですので、こうした件数を元に

対策するキーワードを選びましょう。 
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４）社労士事務所のケーススタディー 

以上、「勝てるキーワードの選び方」と

「地域キーワードの選び方」について色々

とお話ししてきました。 

ここまでの議論を元に、神戸に事務所を

抱える社労士事務所を想定して、具体的な

「キーワード」をケーススタディーとして

考えてみましょう。 

●キーワードの候補 

まず対策すべきキーワードとしては、以

下が考えられます。 

・社労士 

・社労士事務所 

・社会保険労務士 

・社会保険労務士事務所 

・兵庫県 

・神戸市 

・西宮市 

・明石市 

上記のキーワードをもとに、キーワード

ツールの検索数を整理してみましょう。 

 

社会保険労務士        246,000 

社労士            165,000 

社会保険労務士事務所   27,100 

社労士事務所        5,400  

社会保険労務士 兵庫県  データ不足 

社会保険労務士 神戸市  データ不足 

 

上記の検索結果もとに、対策を施すキー

ワードをこんな風に考えましょう。 

●主要キーワード 

まず、確実に上位表示を狙う「主要キー

ワード」として、下記を選びました。 

・神戸市 

・兵庫県 

・社会保険労務士事務所 

全てのキーワードで上位表示を目指す

のは難しいですから、確実に上位表示させ

るキーワードを３つ程度に絞り込まなけ

ればなりません。 

「社会保険労務士事務所」にした理由は、

そのなかに「社会保険労務士」というキー

ワードも含まれているため、「社会保険労

務士」の勝負キーワードとしても兹ねるこ

とができるからです。 

「兵庫県」と「神戸市」は、検索回数は

尐ないのですが、このような「地域キーワ

ード」は、地元の社会保険労務士さんを探

しているような方はよく使うキーワード

です。 

また、地元の社会保険労務士さんを探し

ているような方は、見込み度が高い（成約

の可能性が高い）方であるということがで

きます。 

したがって、地域商圏の方は、「地域キ

ーワード」は必ず含めるようにしましょう。 

●補助キーワード 

さて、上記の主要キーワードが決まった

あとは、おまけとして「補助キーワード」

を選びます。 

具体的には下記のキーワードが、補助キ

ーワードとして選定されました。 

・西宮市 

・明石市 

・社労士 

上記の内、「西宮市」「明石市」は、検索

数がほとんどないのですが、地元地域とい

うことで念のため残してあります。 

こうして、「主要キーワード」と「補助

キーワード」の洗い出しが終了しました。 

今後は、「主要キーワード」に関しては、
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検索エンジン上位を目指して様々な埋め

込みを行っていきます。 

一方、「補助キーワード」に関しては、

上位表示されたらラッキー、くらいの感じ

で取り組むというスタンスになります。 

 

以上、キーワードを選ぶポイントについ

てイメージを掴んでいただけたでしょう

か。 

次章では、これらのキーワードに対して、

具体的にどんな風に「技術的な対策」を施

せばよいか、もう尐し具体的に見ていきま

しょう。 
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３．サイト名の SEO 

初級編の【ステップ（２）】でお話しし

たように、「サイト名」には極力キーワー

ドを含めるようにしましょう。 

【サイト名】 

 

（上記の場合、「サイト名」は「秋晴社会保険労務士

事務所」となる。） 

 

と言われても、なぜキーワードを「サイ

ト名」に含めた方が良いのか分からないと

思いますので、まずはその理由からお話し

していきましょう。 

●１８歳とＥＸＩＴ 

尐し話が脱線しますが、かつて Yahoo!

で「１８歳」というキーワードで検索する

と、次のような検索結果が表示されていま

した（画像は 2008年当時）。 

【「18歳」での検索結果】 

 
 

画像が小さくて尐し見にくいかもしれ

ませんが、「１８歳」というキーワードで

の検索結果は下記の通りです。 

 １位 ： Yahoo!  

 ２位 ： Google 

 ３位 ： Yahoo!きっず 

しかしこれらのページには、全く「１８

歳」というキーワードは含まれていません。 

次に、「ＥＸＩＴ」というキーワードを

入力して検索してみると、検索結果として

下記が表示されていました（同 2008 年）。 

【「ＥＸＩＴ」での検索結果】 
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今度は順に、 

 １位 ： Yahoo!  

 ２位 ： Google 

 ３位 ： amazon 

となりましたが、こちらも同様に「ＥＸＩ

Ｔ」というキーワードとは何の関係もあり

ません。 

このように、Yahoo!や Google のトップ

ページには、「18 歳」や「EXIT」というキ

ーワードが全く存在しないにも関わらず、

検索結果の最上位に表示されていたので

す。 

これはなぜかというと、多数のアダルト

サイトから Yahoo!や Googleがリンクされ

ているから。 

アダルトサイトのトップページにはよ

く、「１８歳未満はこちら」とか、「ＥＸＩ

Ｔ」というリンクが用意されていますが、

そのリンク先として「Yahoo!」や「Google」

が設定されているケースが多いのです。 

【アダルトサイトのサンプル】 

 

（右側の「EXIT」のリンク先として、「Yahoo!」が指定さ

れている） 

例えば上記のアダルトサイトでは、「Ｅ

ＸＩＴ」という文字がありますが、この部

分に、Yahoo!へのリンクが張られています。 

そのため Yahoo!は、 

「このページから Yahoo!へのリンク

には、“EXIT“というキーワードが含

まれている。Yahoo!は“EXIT”という

キーワードに関して重要なサイトな

んだ」 

と判断します。（自分自身の事にも関わら

ず、このような判断をしてしまうのです。） 

その結果、Yahoo!で「EXIT」というキー

ワードで検索すると、全く関係のない

「Yahoo!」（自分自身）を、検索結果の一

番目に表示してしまっていたのです。 

このように検索エンジンは「リンクの中

に含まれたキーワード」を非常に重視して

います。 

上記のケースのように、 

・ ページの中に、全くキーワードが含ま

れていない 

場合でも、 

・ そのサイト“への”リンクに、キーワ

ードが含まれている 

のなら、検索結果で上位に表示してくれる

のです。 

●あなたのサイトへのリンクにキーワードを含

める 

さて、以上の議論をあなたのサイトに当

てはめてみましょう。 

もし 

・ 他のサイトが、あなたのサイトをリン

クする際に、そのリンクに「あなたの

狙うキーワード」を含めてもらう 

ことができれば、あなたのサイトのＳＥＯ

として効果絶大ということになります。 

例えば、「山本薬局」というお店が「ダ

イエット食品」を扱っているとします。そ

して、知合いのＢさんに、ＨＰのリンクを

依頼することにしました。 
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普通にリンクを依頼すると、上記のよう

に「山本薬局」という文字にリンクを張ら

れますが、これでは「リンク内」にキーワ

ードが全く入っていないため、検索エンジ

ン対策になりません。 

そこでリンクを依頼する時に尐し工夫

して、例えば「ダイエット食品の山本薬局」

という文字にリンクを張ってもらいまし

ょう。 

 

こうすると、リンクに「ダイエット」と

いうキーワードが含まれていますから、検

索エンジン対策としてより効果的になり

ます。 

ただ、先方に「リンクする際は、必ずこ

のキーワードを含めてください」と言って

も、毎回その通りにキーワードを含めてく

れるとは限りません。 

最初の例のように、単にサイト名（山本

薬局）にリンクを張られてしまうと、全く

「ダイエット」というキーワードがリンク

に含まれなくなってしまうのです。 

●サイト名にキーワードを含めると・・ 

そこで、サイト名にキーワードを直接含

めてみたらどうなるでしょうか。 

「山本薬局」というサイト名ではなく、

「ダイエット研究会」というような、「キ

ーワードを含めたサイト名」にするのです。 

【サイト名が「山本薬局」の場合】 

 

【サイト名が「ダイエット研究会」の場合】 

 

上記のように、山本薬局が狙っているキ

ーワードは「ダイエット」です。 

しかしサイト名が「山本薬局」では、リ

ンクする人も普通は「山本薬局」でリンク

を張ります。 

しかしサイト名が「ダイエット研究会」

ならば、上記のように「ダイエット研究会」

にリンクを張ってくれます。そしてこのな

かに「ダイエット」というキーワードが含

まれているので、ＳＥＯの効果が非常に高

いわけです。 

このように、サイト名にキーワードを含

めておくと、リンクされる時に「必ずキー

ワードが含まれる」ためＳＥＯ的に効果が

高いわけです。 

●サイト名の考え方 

以上で、サイト名に「キーワードを含め

る」ことが、なぜＳＥＯ的に有効なのか、

ご理解いただけたことと思います。 

それでは続いて、もう尐し具体的にサイ

Ｂのサイト 

 

おすすめリンク 

 ・○○製薬 

 ・ダイエット研究会 

 ・△△書店 

ダイエット研究会  

 

キーワードは、 

「ダイエット」 

Ｂのサイト 

 

おすすめリンク 

 ・○○製薬 

 ・山本薬局 

 ・△△書店 

山本薬局  

 

キーワードは、 

「ダイエット」 

Ｂのサイト 

 

おすすめリンク 

 ・○○製薬 

 ・ダイエット食品

の山本薬局 

 ・△△書店 

山本薬局の HP  

 

キーワードは、 

「ダイエット」 

Ｂのサイト 

 

おすすめリンク 

 ・○○製薬 

 ・山本薬局 

 ・△△書店 

山本薬局の HP  

 

キーワードは、 

「ダイエット」 
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ト名の決め方について考えていきましょ

う。 

「サイト名」を考えるにあたって、最も

一般的なのは、 

・会社名をサイト名にする 

というパターンです。 

また会社名以外にも 

・屋号やブランド名 

をサイト名にするケースも良く見られま

す。 

もしこの会社名やブランド名に「キーワ

ード」が含まれているのなら、そのまま「サ

イト名」として問題ありません。 

しかし、キーワードが含まれていない場

合は、いくつか対応が分かれます。 

案１）キーワードをサイト名に含めるのを諦め

て、会社名をそのままサイト名にする 

これが通常の会社のパターンです。 

ホームページは「会社の顔」ですから、

サイト名をそのまま会社名にしたい、とい

う経営者は尐なくありません。 

案２）会社名ではなく、キーワードを含めた

「サイト名」を新たに用意する 

ＳＥＯを重視するなら、会社名とサイト

名を切り離しましょう。「キーワードを含

めた」サイト名を新しく考えるのです。 

先ほどの例なら、「山本薬局」というサ

イト名ではなく、「ダイエット研究会」と

いうサイト名にするわけです。 

それほどネームバリューがない会社の

場合は、この方法をお勧めします。 

ソニーや三井住友銀行といった大企業

が、自社ホームページのサイト名に会社名

を入れない、ということはありえません。 

でも通常の中小企業の場合、ネットでは

それほど会社名が知られているわけでは

ないですから、サイト名を「会社名」にす

る必然性はあまりありません。 

ＳＥＯを重視して「キーワードをサイト

名に含める」方が、短期間で成果が出る可

能性が高まります。 

案３）会社名をつけたサイトとは別に、もう一

つＳＥＯ重視のサイトを立ち上げる 

これもお勧めの方法です。 

会社名を冠した「本体サイト」をまず作

成します。 

それとは別に、「キーワードを埋め込ん

だサイト名」で、もう一つサイトを立ち上

げるのです。 

「会社名サイト」はパンフレット代わり、

キーワードを冠した「別名サイト」は集客

用、というように用途を分けて、複数のサ

イトを運営しましょう。 

これなら、会社名をつけるつけないで、

悩む必要はありません。先ほどの「案１」

の会社でも、ＳＥＯを重視して集客用に

「キーワードを関したサイト」を別途立ち

上げましょう。 

案４）キーワードごとに別々のサイトを立ち上

げる 

そして、この考え方を発展させると、 

・ キーワードごとに、別々のサイトを立

ち上げる 

というアイデアが出てきます。 

複数のキーワードで集客したい場合に、

一つのサイトで全てのキーワードに対応

するのは難しいケースもあります。 

そんな時は、キーワードごとにサイトを

立ち上げましょう。それぞれのサイトで、

「キーワードを含めたサイト名」を別々に
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用意すれば、ＳＥＯの効果が出しやすくな

るわけです。 

 

どの案を採用するかは、御社の方針次第

ですが、 

・キーワードをサイト名に含めると、そ

のキーワードで上位表示されやすく

なる 

という点だけは、ぜひ念頭に置いておきま

しょう。 
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４．トップページのＳＥＯ 

「ＳＥＯキーワードの洗い出し」が終了

し、「サイト名」が決まった後は、そのキ

ーワードでトップページにＳＥＯ対策を

施していきましょう。 

本章では、初級編でお話しした下記２つ

のステップを、どのようにトップページに

適用していくかをお話しします。 

【ステップ（３）キーワードをサイトに

埋め込む】 

【ステップ（４）検索エンジンでクリッ

クされる仕掛け作り】 

なお、実際にキーワードを埋め込む場所

は下記の通りです。 

・ページタイトル 

・metaタグ（description、keywords） 

・ヘッダー左の説明欄 

・ヘッダー右の会社概要 

・サイドメニューの会社概要 

・フッターの会社概要 

・メインエリアのコンテンツ（記事） 

なお具体的な仕上がりイメージとして

は、右図のようなホームページ（ブログ）

を想定してください。このデモ用ブログに

埋め込んだテクニック関して、具体的にご

説明していきましょう。 

なお、本章では考え方を中心にお話しし

ます。実際の設定の方法については、オン

ラインマニュアル等をご参照ください。 

【デモ用の社労士サイト】 

 

 

１）ページタイトルにキーワードを埋め込む 

まず最初に考えなければいけないのは、

トップページの「ページタイトル」です。 

ページタイトルというのは、ブラウザの

左上に表示される文言で、ここにキーワー

ドを含めることで上位表示されやすくな

ります。 

ページタイトルは、ＳＥＯ（検索エンジ

ン対策）の最重要項目ですから、慎重に検

討を行いましょう。 

【ページタイトル】 

 

 
 

今回の場合は、２章で議論したキーワー
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ドを元にして、トップページのページタイ

トルをこんな風に考えました。 

「兵庫県の秋晴社会保険労務士事務所

（神戸市）」 

なお、このページタイトルは、 

 ・ブラウザーの左上 

 ・検索エンジンの検索結果 

に表示されるだけなので、多少日本語とし

ておかしかったとしても、気にする必要は

ありません。 

 

２）meta タグの description と keywords 

さて、ＳＥＯを尐し勉強した人なら、

<meta>タグという言葉を聞いたことが

あると思います。 

ＳＥＯの古典的な手法として、HTML 文

の最初の部分にある<meta>タグに、キーワ

ードを埋めこむという方法があります。 

尐し専門的になりますが、<meta>タグ

というのは、HTML文の<head>という場所

に、こんな風に記述されています。 

<head> 

<title>兵庫県の秋晴社会保険労務士事

務所（神戸市）</title> 

<meta name="description"  ontent 

="兵庫県神戸市の社会保険労務士事務

所です。神戸市、西宮市、明石市を中心

に、経営者の労務の悩みを一緒に考えさ

せていただきます。" /> 

<meta name="keywords" content="兵

庫県,神戸市,社会保険労務士,事務所" /> 

</head> 

ちょっと専門的になるので、詳しいこと

は端折りますが、上記のうち<title>に「ペ

ージタイトル」が書かれます。 

また、<meta name="description" 

は、ページの「概要」を記載する部分です。 

「初級編」でお話ししたように、この部

分に書かれた内容が、Google や Yahoo の

検索結果に表示される場合が多いので、ア

クセス者がクリックしたくなる文書を記

載しておきます。 

なお、この部分にも、必ずキーワードを

含めておきましょう。 

もしこの部分にキーワードが含まれて

いないと、検索結果にはこの部分ではなく、

別の箇所を表示してします。検索結果に表

示されるように、必ずこの descriptionの

文書にはキーワードを含めるようにしま

しょう。 

また、<meta name="keywords" の

部分には、そのページで対象とするキーワ

ードを、「 , 」（半角のカンマ）で区切っ

て記載します。 

Google はこの部分を重視しないと言わ

れていますが、念のためトップページのキ

ーワードはきちんと記載しておきましょ

う。 

なお、記載するキーワードは３～４個程

度で十分です。入れすぎないようにしまし

ょう。 

３）ヘッダーにキーワードを埋め込む 

「ページタイトル」の検討が終わったら、

次はトップページのヘッダー部分にキー

ワードを埋めこみましょう。 

検索エンジンは、ページの「上部」に現

れたキーワードを重要視する傾向があり

ます。そのため、なるべくキーワードをペ

ージの上部、すなわち「ヘッダー」に含め

ることで、検索結果で上位表示されやすく

なるのです。 
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【ヘッダー部】 

 

 

【ヘッダー左側】 

 

上記を見ていただくと、「ヘッダーのロゴ」の下に、

下記のような説明文を記載してあります。 

「兵庫県神戸市の社会保険労務士事務

所です。神戸市、西宮市、明石市を中

心に社労士として活動しておりま

す。」 

このように、事務所の説明の中で、さり

げなくキーワードを含めていくわけです。 

一方、ヘッダー部の右側にもキーワード

を散りばめます。 

【ヘッダー右側】 

 

ヘッダーの右側の部分には、通常、事務

所案内が記載されることが多いですが、こ

こにもキーワードを含めておきます。 

 秋晴社会保険労務士事務所 

 兵庫県神戸市北区鈴蘭台７－１０ 

 TEL：078-111-1111 FAX：078-111-1112 

 E-Mail:info@akibare.net 

HP:http://www.akibare.net 

（業務エリア 神戸市、明石市、西宮市、

他） 

「兵庫県」と「神戸市」は「住所」に含め

れば違和感がありません。また「社会保険

労務士」と「事務所」も事務所名に含まれ

ています。 

さらに、「神戸市」「西宮市」「明石市」

というキーワードを、「業務エリア」とい

う切り口で記載してみました。 

トップページは実際にお客さんの目に

触れる部分ですから、ＳＥＯに偏りすぎる

のも考え物。お客さんがページにアクセス

した時に変な印象を持たれてしまったら

かえって逆効果です。 

キーワードを入れすぎて、人が読んで不

自然でない程度に抑えましょう。その意味

で、ＳＥＯとお客さんの目に触れる文書と、

ギリギリのバランスを取らなければいけ

ないわけです。 

 

４）トップページのコンテンツ（記事）にキーワ

ードを埋め込む 

さて、トップページのメインエリアのコ

ンテンツにも、キーワードを埋め込んでお

きましょう。 

◆表示エリアについて 

通常のホームページの場合、トップペー

ジのメインコンテンツの表示部分は、それ

ほど頻繁に中身が変わるものではありま

せん。トップページとして必要なキーワー

ドを埋め込んでおきましょう。 

一方、普通のブログの場合は、通常、作

成した記事が日付順に並びます。 
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新しく記事を作成すると、今までの記事

が下に移動します。しかも、表示される記

事数に制限がありますから、古い記事はや

がて表示されなくなるのです。 

【通常のブログのトップページ】 

 
 

したがって、普通のブログの場合、最初

にどこかの記事に「トップページ用のキー

ワード」を埋め込んでも、新しく記事を追

加していくと、やがて「キーワードを埋め

込んだ記事」がトップページに表示されな

くなってしまいます。 

◆ビジネスブログのコンテンツ 

これではせっかくキーワードを埋め込

んでも、意味がありません。 

通常の「個人むけブログ」の場合はどう

しようもないのですが、「ビジネスブログ」

の場合は、こうした問題に対処するために、

古い記事も表示し続ける機能が備わって

います。 

【ビジネスブログのトップページ】 

 

ビジネスブログでは、上記のように記事

を追加しても、古い記事も表示し続けるこ

とが可能ですから、ここにキーワードを埋

め込むことができるわけです。 

◆記事へのキーワードの埋め込み方 

この「記事」にキーワードを埋め込む時

は、なるべく「さりげなく」埋め込むよう

にしましょう。お客さんの直接目に触れる

部分ですから、ＳＥＯに熱心になるあまり、

お客さんに意味不明のコンテンツとなっ

てしまっては元も子もありません。 

さて、キーワードをさりげなく埋め込む

場合、こんな感じで日本語を考えてみまし

ょう。例えば、キーワードが「社労士事務

所」だったら、「記事」のコンテンツとし

ては 

× 新着案内 

    ↓ 

○ 秋晴社労士事務所の最新情報 

ヘッダー 

メ
ニ
ュ
ー 

 
記事 A 

記事 B 

記事 C 

↓ （記事 Xを追加すると） 

 （記事 Ｘを追加しても、 

記事 Cは残る） 

ヘッダー 

メ
ニ
ュ
ー 

 
記事 Ｘ 

記事 A 

 

記事 B 

 

記事 C 

 

ヘッダー 

メ
ニ
ュ
ー 

 
記事Ａ 

記事Ｂ 

記事Ｃ 

ヘッダー 

メ
ニ
ュ
ー 

 
記事Ｘ 

記事Ａ 

記事Ｂ 

↓ （記事Ｘを追加すると） 

 （記事Ｃは表示されなくなる） 
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という感じで、さりげなく、「社労士事務

所」というキーワードを含めておくのです。

これならお客さんにも違和感なく、しかも

検索エンジン対策にもなるわけです。 

もちろんこれも、やり過ぎに注意してく

ださい。あくまでも「さりげなく」を心が

けましょう。 

５）まとめ 

以上、トップページのＳＥＯのポイント

についてお話ししてきました。 

もう一度概要を整理すると、トップペー

ジでは、キーワードを下記のエリアに埋め

込みましょう。 

・ページタイトル 

・metaタグ（description、keywords） 

・ヘッダー左の説明欄 

・ヘッダー右の会社概要 

・メインエリアのコンテンツ（記事） 

 

もちろんトップページの他の場所に、も

っと多くのキーワードを埋めこむことも

可能です。必要に応じて、工夫していって

ください。 

逆にまだ何も対応していない人は、最低

限、こうした対応を実施しておきましょう。

まずはトップページの検索エンジン対策

を完成させて、その上で他のページにも対

策を施していくように心がけてください。 

なお繰り返しになりますが、キーワード

を詰め込みすぎると、本当に強調したいキ

ーワードが強調されなくなります。 

それだけでなく、過剰なＳＥＯを行って

いると検索エンジンに判断されてしまう

と、極端に順位が下落したり、場合によっ

ては検索結果に表示されなくなったりす

ることがあります。 

くれぐれも、ほどほどにするよう注意し

てください。 
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５．個別ページのＳＥＯ 

前章では、トップページのＳＥＯ対策を

お話ししたわけですが、本章ではトップペ

ージ以外の「個別ページ」に関する対策を

お話しします。 

本章でお話しする「個別ページ」のキー

ワードの埋めこみ場所は下記の通りです。 

・ページタイトル 

・ヘッダー（トップページと共通） 

・ページ見出し（記事の件名） 

・メニュー 

・他ページからのリンク 

・metaタグの、description、

keywords 

●トップページのキーワードの選び方 

さて、ホームページやブログは、複数の

ページから構成されています。 

最初に表示されるページのことを「トッ

プページ」といいますが、このトップペー

ジがいわば「表玄関」にあたります。 

一般的に、「他のサイト」が「あなたの

サイト（ホームページやブログ）」をリン

クする際は、この「トップページ」をリン

クします。 

そのため、あなたのサイトの「全ページ」

の中で、この「トップページ」へのリンク

が最も多くなります。 

初級編でお話ししたように、リンクされ

る数が多くなると、より上位表示されやす

くなりますので、あなたのサイトの中では、 

・「トップページ」が最も上位表示され

やすい 

ということになります。 

したがって、トップページに埋め込むキ

ーワードは、「最も上位表示されたいキー

ワード」を埋め込むようにしましょう。 

例えば、社労事務所のサイトで、 

 ・就業規則 

 ・助成金 

 ・退職金 

 ・給与計算 

 ・社会保険労務士 

 ・社会保険労務士事務所 

というキーワードがあったとします。 

この場合、上記全てのキーワードを、ト

ップページで勝負する、というのは現実的

ではありません。勝負するキーワードが多

くなればなるほど、「あぶはち取らず」と

なって全キーワードで失敗する可能性が

高くなります。 

できれば１つ、多くても３つ位に、トッ

プページのキーワードを絞り込みましょ

う。上記のケースでは、例えば、トップペ

ージのキーワードを 

・社会保険労務士 

・社会保険労務士事務所 

の２つに絞り込むのです。 

●個別ページのキーワードの選び方 

トップページで対応するのを諦めたキ

ーワードは、「個別ページ」に埋め込むこ

とになります。 

トップページに比べると、個別ページは

外部からのリンクが尐なくて上位表示さ

れにくいのですが、諦めないで地道に対策

を施しましょう。 

さて、「個別ページ」用にキーワードを

選ぶ時は、必ず 

  １ページ、１キーワード 

としてください。 
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トップページでも複数のキーワードで

対策を打つと「あぶはち取らず」になりが

ちなのですから、「個別ページ」はそうな

る可能性がもっと高いのです。 

先ほどあげたキーワードだと、トップペ

ージで対応しなかったキーワード毎に、そ

れぞれこんな風に別々のページを用意し

ましょう。 

・就業規則 

 → 個別ページ「就業規則とは？」

   を作成 

・助成金 

 → 個別ページ「助成金入門」を 

  作成 

・退職金 

 → 個別ページ「退職金で困らない

  ために」を作成 

・給与計算 

 → 個別ページ「給与計算の勘所」

  を作成 

・社会保険労務士 

 → トップページで対応 

・事務所 

 → トップページで対応 

 

上記のように、個別ページ毎のキーワー

ドが決まったら、いよいよ「個別ページの

ＳＥＯ」を進めることになります。 

本章では個別ページの下記のエリアに

キーワードを埋め込んでいきます。 

・ページタイトル 

・ヘッダー（トップページと共通） 

・フッター（同上） 

・ページ見出し（記事の件名） 

・メニュー 

・他ページからのリンク 

・description、keywords 

 

なお、本章では考え方を中心にお話しし

ますが、具体的な設定方法については、「設

定編」をご参照ください。 

１）ページタイトルにキーワードを埋め込む 

トップページのＳＥＯ対策でお話しし

たように、「ページタイトル」は最も重要

な対策事項です。 

当然、「個別ページ」の「ページタイト

ル」にも、そのページのキーワードを埋め

込みましょう。 

例えば、「就業規則」というキーワード

に関する個別ページなら、「ページタイト

ル」を「就業規則とは？」とすることで、

「就業規則」というキーワードを含めるこ

とができます。 

【個別ページのページタイトル】 

 

２）ヘッダーにキーワードを埋め込む 

個別ページのヘッダーは、トップページ

と共通なのが一般的です。 

【ヘッダー部】 

 

したがって、「ヘッダー部」には、トッ

プページだけではなく、個別ページ用のキ

ーワードも埋め込んでおきましょう。 
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【トップページ用キーワードが埋め込まれたヘッ

ダー】 

 

 

上記は前章でお話ししたヘッダー下（左

側）の説明エリアですが、ここでは「社会

保険労務士」「事務所」と、地域キーワー

ド（「兵庫県」「神戸市」等）が設定されて

います。 

さて、この秋晴社会保険労務士事務所が、

個別ページのキーワードとして、下記を選

んだとします。 

・就業規則 

・就業規則作成 

・就業規則変更届 

・モデル就業規則 

トップページとしては上記のキーワー

ドを埋め込む必要はありませんが、個別ペ

ージ用に、上記のキーワードをヘッダーに

埋め込んでおきましょう。例えばこんな感

じです。 

【個別ページ用キーワードを埋め込んだヘッダ

ー（左側）】 

 

上記のように、最後の行に 

「就業規則作成、就業規則変更届、モデ

ル就業規則の作成等、お任せくださ

い。」 

という文書を追加しました。こんな風に、

さりげなくキーワードを埋め込むのがポ

イントです。 

また、ヘッダーの右側にもキーワードを埋

め込みましょう。 

【トップページ用キーワードを埋め込んだヘッダ

ー（右側）】 

 

↓ 

【個別ページ用キーワードを埋め込んだヘッダ

ー（右側）】 

 

上図では、１行目に 

「就業規則作成、就業規則変更届、モデ

ル就業規則の」 

という文書を追加して、キーワードを埋め

込んでいます。 

こうして「個別ページ」用キーワードが

埋め込まれたヘッダーは、「トップページ」

と「個別ページ」で同じ内容が表示されま

す。 

したがって、この例のように、両者で共

通的に使えるような文書を工夫しましょ

う。 

３）フッターにキーワードを埋め込む 

フッターに関しても、トップページと個

別ページは共通となりますから、ヘッダー
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やサイドメニューと同じように個別ペー

ジ用のキーワードを埋め込んでおきまし

ょう。 

【個別ページ用キーワードを埋め込んだフッタ】 

 

【拡大図】 

 

４）見出しにキーワードを埋め込む 

通常、文書を作成する際は、ある程度の

「文のかたまり」毎に「見出し」をつけま

す。 

ホームページやブログも同じで、コンテ

ンツを作成する際に、一定の「文書のかた

まり」毎に「見出し」をつけます。そして

この「見出し」の中にキーワードを埋め込

むと、ＳＥＯとして効果的です。 

検索エンジンは「見出しの中で使われて

いるキーワード」を重要だと判断します。

したがって、個別ページでは、そのページ

が狙っているキーワードを「見出し」の中

に埋め込むようにしましょう。 

たとえば、「就業規則とは？」という個

別ページがあったとします。、このページ

では「就業規則」というキーワードを狙っ

ています。 

このページに表示させる記事の「見出

し」として、 

・就業規則とは 

といったように、キーワードを「見出し」

に「さりげなく」埋め込んでおきましょう。 

ただし、複数の記事を表示させる場合に、

すべての見出しにキーワードを含めるの

は、やりすぎです。１つ程度に抑えるよう

にしましょう。 

【見出しにキーワードを埋め込む】 

 

５）他のページへのリンクにキーワードを埋め

込む 

３章の「サイト名のＳＥＯ」で、検索エ

ンジンはリンクに含まれたキーワードを

重視するという話をしましたが、これは外

部からリンクされる時に限りません。 

自分のサイト内でも、リンクの文字列は

「リンク先」のキーワードを埋め込むよう

にしましょう。 

例えば、コンテンツの文書の途中で 

「→ 続きを読みたい人は、ここをクリ

ック！」 

というようなリンクを挿入するケースが

ありますが、これではリンクの文字列にキ

ーワードが全く含まれていません。 
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【間違ったリンクのパターン】 

 

上図のように、「ページＢのキーワード」

が、ページＡの「リンク」に含まれていな

いのです。 

こういうリンクの張り方ではなく、例え

ば先ほどの「就業規則とは？」へのページ

へのリンクなら、 

「→ 続きを読みたい人は、ここをクリ

ック！」 

ではなく、 

「→ 就業規則を詳しく知りたい人は、

ここをクリック！」 

という文書にリンクをはりましょう。 

【正しいリンクのパターン】 

 

上記のように、ページＢへのリンクに、

「就業規則」という「ページＢのキーワー

ド」を含めるのがポイントです。 

こうすると検索エンジンは、 

「ページＡからページＢへのリンクの

中に、“就業規則”というキーワード

が含まれている。きっとページＢは

“就業規則”に関する重要なページに

違いない」 

というように判断するのです。 

このように、「他のページへのリンク」

に、「リンク先ページのキーワード」を埋

め込むことで、さらに効果的なＳＥＯが行

えます。 

６）メニューにキーワードを埋め込む 

さらにこの応用技として、「メニューに

キーワードを含める」という方法もお薦め

です。 

例えば、「秋晴社会保険労務士事務所」

が「就業規則」に関する個別ページを準備

しているとすると、こんな感じです。 

飛び先ページで狙っているキーワード

「就業規則作成」をメニューのリンクに含

め、「就業規則作成のポイント」というメ

ニュー名にしているわけです。 

ただし、すべてのメニューにキーワード

を埋め込むのはやりすぎです。検索エンジ

ンに過剰ＳＥＯと判断されてしまうおそ

れがありますので、メニューに入れるキー

ワードの数にも、充分注意してください。 

７）コンテンツにキーワードを埋め込む 

個別ページの中身（コンテンツ）を作る

際は、そのコンテンツにもキーワードを含

めてください。 

「就業規則 ＋ 作成」というキーワード

を狙った、「就業規則作成のポイント」と

いう個別記事だったら、当然 

 ・就業規則 

 ・作成 

ページＡ 
 

就業規則を詳しく

知りたい人は、こ

こをクリック！ 

ページＢ 

 
このページの 

キーワードは 

「就業規則」 

ページＡ 
 

続きを読みたい

人は、ここをクリッ

ク！ 

ページＢ 

 
このページの 

キーワードは 

「就業規則」 
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という二つのキーワードを、コンテンツに

散りばめましょう。 

よくあるのが、「就業規則」というキー

ワードは使っているものの、「作成」とい

うキーワードがちっとも出てこない、とい

うケースです。 

実際のコンテンツにも狙ったキーワー

ドをきちんと記述しておきましょう。 

８）meta タグの description 

初級編で、検索エンジンの検索結果をク

リックしてもらうために、<meta>タグの

<description>という所に文書を埋め込み

ましょう、という話をしました。 

【ブログｄｅホームページの表示結果】 

 

<head> 

<title>ビジネスブログでのホームペー

ジ制作事例：青森(八戸市,青森県,青森市,

他)</title> 

<meta name="description" 

 content="青森でのホームページ制作、

ビジネスブログ制作の事例をご紹介。低

価格で SEO つき、更新が簡単なホーム

ページ制作・ビジネスブログ制作サービ

スを、青森、八戸市、青森県、青森市で

初期費用 50,000 円～ご提供中。青森県、

青森市、青森、八戸市でホームページ制

作会社・ビジネスブログ制作会社をお探

しの方にお勧め。"> 

</head> 

この部分は、個別ページも全く同じで、

キーワードを含めるのはもちろん、個別ペ

ージが検索エンジンの検索結果に表示さ

れた時に、上記の事例のように「クリック

したくなる」説明文が表示されるように、

<meta>の<description>を必ず設定して

おきましょう。 

また<keywords>に関してもあわせて設

定しておきましょう。 

以上、個別ページのキーワード設定につ

いて色々とお話ししてきました。 

個別ページの場合、狙うキーワードが多

いと、対象となる個別ページも多くなって、

手間が大変になってしまします。 

でも、地道に努力を続ければ必ず成果は

でますので、尐しずつでもいいですから、

ここで述べた対策を個別ページに施して

いきましょう。 
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６．被リンク数の獲得 

前章までは、ホームページ（ブログ）の

中にキーワードをどう含めるか、という話

が中心でしたが、本章では、どうすれば「た

くさんのサイトにリンクしてもらえるか」

についてお話ししたいと思います。 

初級編でお話しした【ステップ（５）他

サイトにからリンクしてもらう】を深堀し

ていきましょう。 

●検索エンジンはリンクを重視 

まず最初に、Google や Yahoo!の検索結

果の表示順位について考えてみます。 

Google や Yahoo!等の検索エンジンは、

検索結果の表示順位を決めるにあたり、非

常に複雑なロジックを駆使しています。有

名な数学や言語学の天才大学教授を何人

もスカウトし、最先端の「統計学」と「言

語分析学」に基づく何百もの「表示順位計

算式」により、検索結果の表示順位が決定

されます。 

したがって、外部の我々が検索エンジン

の表示ロジックを正確に把握するのは丌

可能です。米国の天才集団が考えるロジッ

クを、我々素人が解明しようとしても、自

ずと限界があるのです。 

ただし、「正確なロジック」を類推する

ことは不可能ですが、インターネットの特

性を考えると、「検索エンジンは、少なく

ともこの部分を重要視しているはずだ」と

いうポイントを推測することは可能です。 

そして、検索エンジンが重視していると

推測されるのが「リンク」です。インター

ネットの最大の特徴は、コンテンツの各ペ

ージが「リンク」で繋がっていることです。 

一般的に「重要な」あるいは「人気の」

ページに対しては、他のサイトから多数の

リンクが張られます。 

こうしたインターネットの特性を考え

ると、Yahoo!や Google が検索結果の表示

順位を決めるにあたり、この「リンク」を

重要視しているのは確実です（もちろん、

リンクの数だけでなく、リンクの質やコン

テンツも重視されます）。 

●中田英寿氏と検索結果 

例えば、Yahoo!や Google で「中田」を

検索すると、元サッカー選手・中田英寿氏

の公式サイトが 1位に表示されます。 

しかし、世の中に「中田」という人はこ

の中田英寿氏だけではありません。バレー

ボールの中田久美さん、映画監督の中田圭

氏、トランポリンの中田大輔氏、元・横浜

市長で衆議院議員の中田宏氏、等々、たく

さんの「中田」姓の人がいます。 

しかし世間の人が「中田」と聞いたとき

に真っ先に思い浮かべるのは、おそらく中

田英寿氏でしょう。なぜでしょうか？それ

は中田英寿氏が一番有名だからです。 

中田英寿氏のことは、ＴＶや新聞で頻繁

に取り上げられます。そのためサッカーに

それほど詳しくない人でも、「中田」と聞

くと、何となく中田英寿氏のことを思い浮

かべるわけです。 

検索エンジンも同じで、検索結果を表示

する際に、なるべく「有名なサイト」を上

位に表示するようにロジックが組まれて

います。そして検索エンジンが考える「有

名なサイト」とは、「たくさんのリンクが

張られたサイト」なのです。 

例えば Yahoo!で調べると、中田英寿氏

の公式サイトには 2,476 件のリンクが張

られています。一方、トランポリンの中田

大輔選手のサイトに対しては、96 件しか

リンクが張られていません。 
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そのため検索エンジンは、中田英寿氏の

サイトの方が「有名だ」と判断して、検索

結果の上位に表示します。「中田」という

名字を持った人のサイトは他にいくつも

あるのですが、中田英寿氏のサイトに対す

るリンク数が圧倒的に多いので、検索結果

の上位に表示される、というわけです。 

したがって、あなたのホームページを検

索結果の上位に表示したいのなら、なるべ

くたくさんのサイトからリンクしてもら

うことが必要となります。 

ちなみに、ここでいう「リンク」とは、

「他のサイト」が、あなたのサイトをリン

クしてくれる数のこと。あなたのサイトが

「リンクしている」数ではないので、間違

えないでくださいね。 

●被リンク数の調べ方 

なお、この「他のサイトがリンク」して

くれている数のことを、「被リンク数」と

呼びます。 

 

上図では、２つのサイトから、計５箇所

のリンクが「サイトＸ」に対して張られて

いますが、このケースでは、 

  「被リンク数＝５」 

ということになります。 

同一サイトからの「複数リンク」であっ

ても「被リンク数」にカウントされます 

なお先ほども言いましたが、自分が「リ

ンクしている」数ではなく、「リンクされ

ている」数ですから間違えないでください

ね。 

さて、一般に「被リンク数」の多いホー

ムページはインターネット上の「人気サイ

ト」とみなされて、結果的に検索エンジン

で上位表示されやすくなります。 

したがって、アクセスアップを目指すた

めには、この「被リンク数」を増やすこと

が大切なポイントの一つとなります。 

検索エンジンで上位表示されない、とお

悩みの方は、自分のホームページの被リン

ク数と、ライバルの被リンク数を比べてみ

ましょう。 

「被リンク数」を調べるには、Yahoo!

や Googleの検索画面で、 

 link:http://www.○○○○ 

と入力します。例えば、ブログｄｅホーム

ページのトップページへのリンク数を調

べるなら、 

 link:http://www.blogdehp.jp 

と入力します。 

Yahoo!と Google の提携で、Yahoo!の検

索結果と Google の検索結果がほぼ同じに

なったことから、2010 年末には上記の数

値にほとんど差がなくなりました。 

ただし、表示される被リンク数について

は、Yahoo!と Googleの提携により Google

のロジックに基づいて表示されるように

なったため、数としてはかなり減尐してい

ます。 

サイトＡ 

ページ(1) 

リンク 

ページ(2) 

リンク 

ページ(3) 

リンク 

サイトＢ 

ページ(11) 

リンク 

ページ(12) 

リンク 

サイト X 

トップ 

ページ 
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Google は、原則、PageRank＝３以上の

ページしかこの「被リンク数」として表示

しないようです。たまに PageRank２のペ

ージもカウントされていますが、多くの場

合は PageRank３以上だけをカウントして

いるようです。 

実際はすでにリンクされているのに「被

リンク数」にカウントされていない、とい

うケースもかなりあります。 

また、作成したばかりのサイトでは限り

なく０件に近い数値が出ることもありま

すので、あくまでも参考程度の数値として

お考えください。 

●被リンクは「量＋質」 

さてリンクしてもらう場合、まずは「量」

がポイントです。被リンク数が 10 のＨＰ

と、10,000 のＨＰでは、確実に後者の方

が上位表示されます。 

しかし、被リンク数が同じ場合、今度は

「質」が問題になってきます。 

被リンク数の「質」とは、「有名サイト」

あるいは「人気サイト」からリンクしても

らえるかどうか、ということです。 

個人が運営している無名サイトからリ

ンクされるよりも、たくさんの人が知って

いる「有名サイト」からリンクしてもらっ

た方が、検索エンジンで上位表示されやす

くなります。具体的には 

・Googleの PageRank が高いサイト 

が、あなたのホームページにリンクを張っ

てくれたら、その被リンクの「質」が高ま

るのです。 

以上を簡単にまとめると、あなたのホー

ムページを検索エンジンで上位表示させ

たいのなら、 

・まずは被リンクの「量」を目指して、

なるべく多くのサイトにリンクして

もらう。 

・あわせて被リンクの「質」を高めるた

めに、有名サイトからリンクしてもら

う。 

という対策をバランスよく進めることが

大切だ、ということになります。 

●リンク依頼で被リンク数を増やす 

さて、被リンクの数を増やすために一番

簡単なのは「リンク依頼」です。 

なるべく多くのサイトに、「リンクして

ください」という依頼をしましょう。それ

なりに手間はかかりますが、お金をかけず

に「被リンク数」を増やすのは、「リンク

依頼」に勝る方法はありません。 

一番望ましいのは、こちらがリンクしな

いで、「先方だけ」がリンクする形です。 

ただこのやり方だと、先方にとってのメ

リットがありませんから、あなたのＨＰを

リンクしてくれるサイトはそれほど多く

ないかもしれません。 

その場合は、「お互いにリンクしません

か」という「相互リンク」の形でお願いす

るといいでしょう。 

お金をかけないで「被リンク」を増やす

には、こうしたリンク依頼が一番効果的で

す。 

●Yahoo!に登録して被リンクの「質」を高める 

さて、上記は「リンクの質」はともかく、

被リンクの「量」を増やすための対策でし

た。しかしできれば、被リンクの「質」も

高めたい所です。 

被リンクの「質」を高めるというのは、

ネット上の「有名サイト」にリンクしても

らう、ということです。 

そしてその「有名サイト」の代表が、
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「Yahoo!カテゴリ」です。 

一般的に Yahoo!に登録されると言った

場合、この「Yahoo!カテゴリ」に登録され

ることを言います。 

たとえば【ブログdeホームページ】の場

合、 

トップ > 地域情報 > 日本の地方、都道

府県 > 関東 > 東京都 > 区市町村 > 

豊島区 > ビジネスと経済 > 企業間

取引 (BtoB) > インターネットサー

ビス  

というように順にカテゴリをたどると、

【ブログ de ホームページ】の登録サイト

が表示されます。 

【Yahoo!】 

 

＜トップページ右上の「カテゴリ一覧」から、登録され

ているカテゴリをたどることができる。＞ 

 

この「Yahoo!カテゴリ」というのは、日

本で一番有名な「リンク集」です。ここに

掲載されるということは、御社ホームペー

ジに「良質なリンク」が提供されるという

ことなのです。 

ただし、企業サイトをこの「Yahoo!カテ

ゴリ」に登録するためには、「Yahoo!ビジ

ネスエクスプレス」という有料サービスを

利用する必要があります。 

このサービスは 52,500 円、業種によっ

ては 157,500円の「審査料金」がかかりま

す（万一掲載不可と決定しても審査料金は

返金されません）。 

なお、最近はその効果が限定的と考えら

れるため、積極的には登録をおすすめして

いません。もちろん登録がマイナスになる

ようなことはありませんので、資金に余裕

がある方は登録しておくのも良いでしょ

う。 

●有料カテゴリ登録サービスを利用する 

さて、Yahoo以外の「有名サイト」への

リンク依頼の方法として、「X-Listing」

や「J ディレクトリー」というサービスが

あります。 

X-Listing は、ポータルサイトで有名な

「エキサイト」と「goo」の合弁事業で、

主要なポータルサイトに「ディレクトリ検

索」の機能を提供しています。 

【X-Listing】 

http://www.xlisting.co.jp/ 

 

 

インターネットの世界では、もともと

Yahoo!の「ディレクトリ型」検索エンジン

が有名でした。「Yahoo!カテゴリ」という

分類ページを用意して、ここに様々なサイ
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トが「人手」で登録されています。 

こうした「カテゴリ」には、ジャンル別

に色々なホームページが登録されていま

すが、このカテゴリを維持するために相当

の人手が必要です。 

そのため Yahoo!以外のポータルサイト

は、自前でこうした「ディレクトリー型の

検索サービス」を提供することを諦めて、

ここでご紹介する「X-Listing」というサ

ービスを利用しています。 

この「X LISTING」を利用している主要

サイトは下記の通りです（2012年 12月現

在）。 

goo, BIGLOBE, OCN, @nifty, hi-ho, 

exite, ODN, So-net 

このように、国内の名だたるポータルサ

イトが軒並みこの「X-Listing」を利用し

ています。 

そのため、「X-Listing」に登録されれば、

自動的に大手ポータルサイトに登録され

る、すなわち、「大手のポータルサイトか

らリンクされる」ということになるのです。 

●登録方法 

さて、「X-Listing」への登録のために、

「X recommend」（クロスレコメンド）

というサービスが提供されています。 

【X recommend】 

http://www.xlisting.co.jp/registration/ 

 

これは、Yahoo!の「ビジネスエクスプレ

ス」と同じように、「登録審査」のサービ

スで、登録を保証するものではありません

が、通常のホームページであれば問題ない

でしょう。 

また、「X-Listing」と同種のサービスで、

「Jディレクトリー」というサービスもあ

ります。 

こちらも「J エントリー」という「登録

審査」サービスをパスすれば、「Livedoor」

や「Fresh Eye」・「AOL」といった大手

サイトからリンクされます。 

なお、これらのサービスも現在ではその

効果が限定的と考えられるため、積極的に

は登録をおすすめしていません。 

●ブログｄｅホームページからのリンク 

さて、ブログｄｅホームページでは会員

さまのＨＰやブログを、ブログｄｅホーム

ページのサイトからリンクさせていただ

いております。 

会員さまのホームページやブログが、検

索エンジンで上位表示されるケースが多

い理由の一つは、この「ブログｄｅホーム

ページからのリンク」にあります。 

ネット上の有名サイトの一つである

我々のページからリンクさせていただく

ことで、尐しでも会員さまのアクセスアッ

プのお役に立てればと考え、こうしたサー

ビスを行っております。 

○ＳＥＯリンクオプションサービス 

また、会員さまには弊社が運営する「１

００以上の弊社サイト」からのリンクサー

ビスも提供しています（別途利用条件があ

ります）。 

総勢１００以上におよぶ、ネット上の人

気サイトからリンクされることで、御社の
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ホームページは格段に上位表示される可

能性が高くなります。 

●リンクの量と質 

以上、被リンクの重要性について色々と

お話ししてきました。 

「被リンク数」が増えれば、PageRank

が、そしてアクセス数が確実に増えていき

ます。したがって、御社のホームページの

実力をアップし、着実にＳＥＯ（検索エン

ジン対策）を施すためには、「被リンク数」

を増やしていきましょう。 

具体的には、まずは「リンクの量」の観

点から、なるべくたくさんのサイトにリン

クしてもらうように頑張りましょう。 

それとあわせて、「リンクの質」の観点

から、有力サイトからリンクしてもらうこ

とも大切です。 

ＳＥＯというと、皆さん「小手先」のテ

クニックに走りがちなのですが、そうした

テクニックだけで上位表示するには限界

があります。 

細かいテクニックとあわせて、その「基

礎」となる「被リンク数」を増やしていく

ことを、ぜひ心がけていってください。 
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７．設定編 

前章までで、ＳＥＯの基本的な考え方は

ご理解いただけたことと思いますので、本

章では「具体的な設定方法」についてお話

ししていきましょう。 

なお、ここでは弊社の「ブログｄｅホー

ムページ」サービスを例に説明いたします。 

上記サービスをご利用になられていな

い方は、ご利用の「ビジネスブログサービ

ス」、あるいは「ホームページ作成ソフト」

のマニュアルをご参照ください。 

●オンラインマニュアルについて 

オンラインマニュアルで、より詳しい操

作説明をご覧いただけます。 

管理画面右上の「ヘルプ」ボタンをクリ

ックすると、会員サポートのページが表示

されます。 

【管理画面】 

 

【拡大図】 

 

 

【会員サポートサイト】 

 

 

 

 

 

 

 

「視覚的に探す」ボタンをクリックする

と、オンラインマニュアルが表示されます。 

 

【オンラインマニュアル】 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい操作方法は、上記のオンラインマ

ニュアルを参照してください。 
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●トップページのページタイトルの設定 

まず最初に、トップページの「ページタ

イトル」の設定方法を見てみましょう。次

の管理画面から「トップページのページタ

イトル」を変更します。 

 

 

 

 

【「全体設定」－「ブログ設定」】 

 

【拡大図】 

 
 

この管理画面に入力した内容が、あなたのサイトのトップページに設定されます。 

管理画面の「SEO 用タイトル」という所に、「ページタイトル」に設定したい文書を入

力します。 

【ページタイトル】 

 
 

 

 

 

また「ブログ概要」という所には、 description に設定したい文書を入力し
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ます。 

そして「ブログキーワード」の欄には

keyword に設定したい単語を入力しま

す。 

難しい操作は必要ありません。このよう

に管理画面に文字を入力するだけで、簡単

に「ページタイトル」と「description」

「keywords」を設定することができます。 

●「ヘッダー」へのキーワード設定 

ページタイトルの設定が終わったら、次

はヘッダーにキーワードを埋めこみまし

ょう。 

【ヘッダー部】 

 

 

ヘッダーにこうしたキーワードを埋め

こむには、先ほどのブログの管理画面で設

定を行います。 

【「デザイン管理」－「レイアウト変更」】 

 

 

上記の管理画面（「デザイン管理」－「レ

イアウト変更」）を開くと、ヘッダーやフ

ッター等の「部品」が表示されますから、

キーワードを埋め込みたい「部品」を選び

ましょう。 

ここではサンプルとして、ヘッダーの左

側の部分にキーワードを埋め込んでみま

しょう。 

上記の管理画面から「ヘッダー自由記入

欄（左右分割）」という部品を選択すると、

次の画面が開きます。（表示名は、実際と

異なるケースがあります） 

【ヘッダー自由記入欄（左右分割）の変更画面】 

 

【拡大図】 

 

上記は、「ヘッダー自由記入欄（左右分

割）」をクリックした後の管理画面ですが、

「左側ヘッダー自由記入欄」にヘッダーに

表示したい文書を入力して保存すると、下

記のように、ヘッダーの左側にその内容が

反映されます。 

【ヘッダー左側】 
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なお、ヘッダーは全て共通ですので、た

ったこれだけの操作で、「全てのページの

ヘッダー」が自動的に設定されます。 

 

●ビジネスブログのキーワード埋め込み 

このように、ビジネスブログを利用する

と、非常に簡単な操作でキーワードを埋め

込むことができます。 

難しい HTML を覚える必要もなければ、

難解なホームページ制作ソフトに悩む必

要もありません。 

設定したい文書を、決められた場所に入

力するだけで、誰でも簡単にキーワードの

埋め込みができるのが、ビジネスブログの

優れた点の一つです。 

 

ぜひあなたもビジネスブログを利用し

て、ＳＥＯを成功させてください。 

なお現在、ブログ制作時に弊社担当コン

サルタントが、御社に最適な SEO設定を実

施して納品しています。 

キーワードを見なおして修正するよう

な場合以外、基本的に変更の必要はありま

せん。 
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おわりに 

以上、我々がこれまでの試行錯誤を通じて見いだした、ＳＥＯ（検索エンジン対策）のポ

イントをお話ししてきました。 

ここでお話しした内容は、あくまでも「基本」に過ぎません。また「考え方」を中心にご

説明したため、実際に自分でＳＥＯを実施しようとすると、細かい部分でいろいろと悩まれ

ることも多いと思います。 

また、検索エンジンのロジックは頻繁に変更されます。今日は有効だった対策が、明日に

は役に立たなくなるかもしれないのです。 

その意味で、ＳＥＯは試行錯誤を続けることが重要です。本テキストに書かれた内容を元

に、最新の技術動向を踏まえて、トライ＆エラーで検索エンジン対策をおこなってみてくだ

さい。 

なお、ＳＥＯの最新テクニックや検索エンジンの動向については、必要に応じてメルマガ

やセミナーを通じてお伝えしたいと思います。 

以上、つたない文書でわかりにくい点も多かったと思いますが、本書の内容をもとに、御

社がホームページやブログを活用して、素晴らしい成長を遂げられることを、心より祈念し

ております。 

 

 

 

 

株）ＷＥＢマーケティング総合研究所 【ブログｄｅホームページ】経営塾 代表 
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