Google“寡占”による競争激化を乗り切る

SEO「三本の矢」
作戦
ヤフーと米グーグルの検索エンジン事業の提携実現で、SEO（検索エンジン最適化）競争は激化している。
その中でアクセス数を確保するには、検索回数が多く人気の「ビッグワード」1語に頼るのはリスクが高い。
検索回数が少なくとも上位表示しやすい「スモールワード」で多数の上位表示を実現することが得策だ。
1本の矢ではもろいが、3本の矢が束になれば強くなる。
「三本の矢」作戦がSEOの新常識だ。
その理由を、検索順位の急落から復活した企業の事例から探る。
（杉本 昭彦、新井 勇夫＝電子版編集部）

ンキヨーのEC（電子商取引）サイト

の検索結果はともに1 位だったのに、

で知られるオンキヨーの主力事業の

が1 位表示されていた。同サイトの

検索エンジンの変更となり13 位と23

1つがパソコンであることをご存じだ

前身であるソーテック時代の効果が

位に下がってしまった」

ろうか。
「ファブレス」による低価格

維持されてきたようだ。ONKYOが

ECサイト「ONKYO DIRECT」を

パソコンで一世を風靡したソーテッ

パソコンのブランドであるという認

運営するオンキヨートレーディング

クを4 年前に子会社化し、ようやくそ

知度向上に少なからぬ役割を果たし

（鳥取県倉吉市）直販営業部直販課

の認知度が上がり始めていた矢先、

てきた（図1）
。

オーディオブランドの「ONKYO」

明かす。この時期、Yahoo! JAPAN

ある 事件 がオンキヨーを襲った。
つい最近まで、Yahoo! JAPANに
おいては、
「ノートパソコン」
「PC」の

WEBディレクターの大田原智康氏は

1位から23 位へ急落
ところが、その状況は昨年 11 月 25

ブランドといえば ONKYO だった。

日に一変する。
「以前は『ノートパソ

これらのキーワードで検索すると、オ

コン』や『PC』といったキーワードで

の検索エンジンが、米グーグル製の
システムに徐々に切り替わり、12月1
日にその移行作業が完了した。
「ノートパソコン」など、いわゆる
ビッグワードで検索して、そのまま

図 1 Yahoo! JAPANの
検索エンジン切り替えに伴
い、検索順位が下がったオ
ンキヨートレーディングの
ECサイト。同社のように
激変に見舞われた例は少
なくない

ネットで買う人は珍しい。しかし大
田原氏は、
「ONKYOブランドのパソ
コンを知らない人はまだ多い。検索
結果の上位に表示されれば、購入に
直結しなくても、量販店などでの購
入にもつながっていく」とみる。
「検
索エンジンの切り替えは、せめて年
末商戦の時期をはずしてくれれば…」
と嘆きながらも、サイトの内部構成の
見直しなどの改善に着手している。
検索エンジン「1ページ目表示」枠
は Yahoo! JAPAN と Google の 合 計
20サイトから10サイトへと半減した。
その環境下、企業のSEO 対策はどう
あるべきか。各社の対応を追った。

40

日経ネットマーケティング 2011.2

Google 寡占 による競争激化を乗り切る

SEO「三本の矢」
作戦

り替えが進めば、訪問者数はさらに

GABA

「英会話」大幅ダウンを約100ワードで回復

減ってしまう。
検索順位を上げる対策が急務と
な っ た。 た だ し、Google と Yahoo!

「これはやばい！」
昨年 7 月下旬、英会話スクールの
GABAで、マーケティング部門オン
ライン課シニア・マネージャーの職に
ある山根豪太氏は、部下の報告を聞
いて青ざめた。Googleで「英会話」と

気サイトであると評価する。そのリ

JAPANの検索結果がほぼ同一にな

ンクが無くなったことが、GABAに

れば、
「英会話」のような検索回数が

影響を与えた恐れがあった。

多く、SEO面でも人気の「ビッグワー

もちろん下落は避けられなくとも、

ド」においては、検索順位の上位を巡

そこまでの激変と、山根氏は予想し

る競争は一層激しくなることが予想

ていなかった。取引先のSEO業者も、

された。そこで山根氏は、検索回数

入力して検索したときにGABAのサ

「何かの間違いかもしれない」と考え

は少ないものの、競争度合いが低い

イトが表示される検索順位が、今ま

た。しばらく様子を見ても検索順位

「スモールワード」で勝負することを

での4位から20位へ急落したのだ。

は一向に上がる気配を見せない。

決めた。それが後に、アクセス数の
減少を防ぐ決め手となった（図2）
。

GABAの英会話スクールの見込み

そこへ追い打ちをかけるような発

客の大半はネット経由で獲得してき

表があった。昨年 7 月 27 日、ヤフー

た。2007 年に旧 NOVA が経営破綻

が Yahoo! JAPAN の 検 索 エンジン

するまでは、最大手の NOVA が「駅

に米グーグルのシステムを採用する

具体的には、ラーニングスタジオ

前留学」のテレビ CM で需要を喚起

ことを決めたのだ。つまり、Google

（教室）がある地名と「英会話」を組み

し、
「英会話」と検索したユーザーを

における検索順位の下落は、Yahoo!

合わせたキーワードの対策を強化す

中堅以下が獲得するという業界構造

JAPANにもほぼそのまま影響するわ

ることにした。まずは、教室紹介ペー

が 成 立していた。NOVA が 去った

けだ。この提携によって、実際に切

ジのタイトルや概要文を変えた。ペー

「地名＋英会話」の対応強化

後も、費用対効果の高い検索エンジ
ン対策が英会話スクールの生命線を
握っている。
GABAの無料体験レッスンの申し

図2 「英会話」の検索順位が大きく低下したGABAは、地域系ワードの強化で流入数減を
防いだ
1位

込み、または資料請求をする人のう

検索順位

ち、6割は検索エンジン経由でGABA
のサイトを訪問している。その検索

5位

エンジン経由の訪問者の中で、3割は
「英会話」と検索する。検索結果の2
ページ目、それも下部に表示されるこ

最高4位から
19位へ
ランクダウン！

10位

とは、自社サイトへの訪問者、ひいて
は見込み客の獲得激減を意味する。
山根氏には、思い当たるところが

15位

あった。マイクロソフトのポータル
サイト「MSN」の「MSN 英 会 話」は
GABA がコンテンツ提供しており、
MSNからGABAのサイトへリンクが
張られていた。それが終了し、リンク
が切れた直後の急落だったのだ。
人気サイトからリンクが張られて
いる先を、検索エンジンは同様に人

20位
10月の流入数
前年比102％
25位
2010年10月1日

11月の流入数
前年比118％
11月1日

12月の流入数
前年比114％
12月1日

※「検索順位」とは、Yahoo! JAPANで「英会話」と検索したときにGABAのサイトが表示される順位。
「流
入数」とは、Yahoo! JAPANの検索結果からGABAのサイトを訪れた数の合計の前年比。
「英会話」以外
の検索も含み、検索連動型広告と自然検索経由の合計となる
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図3 GABAはSEO対策の力点をスモールワードに移した
英会話

英会話

トップページ

原宿

教室の案内ページ

教 室 所 在 地だけで
なく周辺駅名も併記

32教室×3駅名の
対策で流入増を
図った

検索順位の低下で
流入大幅減

ジタイトルの冒頭には教室のある駅

外 部 サイトからのリンクも強 化

し た。Yahoo! JAPAN の 検 索 シ ス

名を配置した。東京・表参道の教室

した。Google におけるページの 重

テムが 米グーグルのものに完 全に

の場合、
「表参道の英会話スクールな

要 度 を 判 断 する目 安 の 1 つである

切り替わった12 月 1 日以降、Yahoo!

らGabaマンツーマン英会話」といっ

「PageRank」
（最高で10）が5 以上の

JAPANにおける「英会話」のGABA

た具合だ（図3）
。

サイトなどに張ってもらった。

タイトルにはさらにもう一工夫を

外部サイトからのリンクで検索順

加えた。表参道周辺で英会話教室を

位を上げる手法は、スパム的な手口

しかしこれを、地域名を中心に約100

探す人のために、周辺の駅名も入れ

が広がり、検索エンジンの評価が年々

のキーワードからの訪問で補完し、

たのだ。表参道であれば「青山一丁

厳しくなっている。スパムと認定さ

検索連動型広告にも力を入れた結果、

目・原宿エリアからも便利な英会話

れれば、検索順位の低下や、検索エ

Yahoo! JAPAN 経由の流入数は、11

教室」といった具合だ。地名が多す

ンジンのデータベースからの抹消と

月が前年比18％増、12月が同14％増

ぎてもSEOの効果が下がるため、一

いうペナルティを受けかねない。

と大きく伸びている。

SEO 対策を担当した GABA マー

最高4 位から、最低19 位まで落ちた。

リカバリーに成功したとはいえ、実

教室当たり2駅の表示にとどめた。

4位から19 位でも流入数は増加

のところ今回は緊急対応的な手直し

ケティング部門オンライン課シニア・

そこでGABAは英語学習の情報サ

にとどまっている。奥氏は「今後、サ

Webプロデューサーの奥康隆氏は、

イト「Gaba Style」を立ち上げるなど、

イト内部の構成の全面的な見直しに

併記した駅名について、
「乗降客数、

コンテンツの拡充によって自然にリ

取り組んでいく予定」と語る。英会

検索回数、地元の人が使う言葉など

ンクを増やす取り組みも始めている。

話スクール市場は、ファーストリテイ

を考慮して決めた」と明かす。英会

しかし、SEO 競争が激しい業界は全

リングやユニクロや楽天が公用語を

話学校の大手では例えばイーオンが

ライバルが外部リンク対策に取り組

英語にするなど、法人需要が伸びて

約 250 校を持つが、GABAの教室は

んでおり、1 社だけやめるわけにはい

いる。市場環境の変化を反映させつ

32 店舗にとどまる。周辺駅の併記は

かないのが現状だ。

つ、見込み客獲得のツールとしての

そうした弱みの補完にもつながる。
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GABA のこうした施策は功を奏

サイトを進化させていく。
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ル店舗では、
「メンズ」
「レディース」

タビオ

リアル店舗の常識捨てた 陳列 で売り上げ2倍

「キッズ」といった顧客属性別にコー
ナーを作り、そこに商品を陳列して
いく。タビオの従来のECサイトもそ

GABAは一部の刷新により成果を
上げたが、サイトの全面刷新に合わ

2010年9月にEC（電子商取引サイト）

うしたリアル店舗の発想に基づいた

を全面リニューアルした。

構造だった。トップページから、
「レ
ディース→レディース靴下→レディー

せてSEOを実施するとより高い効果

新しいサイトにアクセスするとま

を得られる。サイトの設計時点から

ず気付くのがビジュアル面で工夫を

ス5本指靴下」と階層をたどりながら、

SEOの視点を取り入れれば、多くの

凝らしたデザインだ。靴下の動画カ

商品を探していく流れだ。

ページが検索結果の上位に表示され

タログをサイト上で配信するといっ

やすくなる。これから、そんな全面刷

た先進的な取り組みもしている。

しかし、リニューアル後は、
「靴下
→ 5 本指靴下→レディース5 本指靴

新に取り組んだ2 社の事例を紹介し

しかし、こうした華やかな外見は、

下」と逆転させた。リアル店舗であ

ていく。まずは、リアル店舗の常識を

タビオの新サイトの一面にすぎない。

れば最初に区分するメンズやレディー

捨てたサイト設計で、アクセス数、売

ビジュアルにかけるのと同等以上の

スといった区分けは最後に行うよう

り上げを2倍に向上させたタビオだ。

労力を同社はSEOにも注いだ。

にした（図4）
。なぜだろうか。

国産の靴下にこだわり、
「靴下屋」

カンヌ国際広告祭などを受賞した

SEOを請け負ったアユダンテSEO
コン サ ル タントの 江 沢 真 紀 氏 は、

を中心に全国に約 270 店舗を展開す

経験を持つ田中耕一郎氏などの著名

るタビオは、
「靴下」と検索すれば必

クリエーターに加えて、大規模サイ

ず1 位に表示される強いブランド力

トのSEOを得意とするアユダンテ（東

れている構造を好むため」と指摘す

を持つ。しかし、そうした現状に甘

京都港区）
、そしてタビオ社員などの

る。実際、ユーザーが靴下などを検

んじることなく、その基盤をより強固

メンバーで「チームタビオ」を2010 年

索する場合、
「メンズ」や「レディース」

なものにしようとしている。

1 月に結成し、同年 9 月のサイト刷新

といった自分自身の属性を示すキー

同社のリアルとネットの両方の店

にこぎ着けた。彼らが戦略を練った

ワードで検索することは少ない。
「靴

舗を合わせた2011 年 2 月期の売り上

結果生まれたのは、リアル店舗の常

下」や「5本指靴下」などのアイテム名

げ予想は143 億円。にもかかわらず、

識を捨てたECサイトならではの 陳

で検索する方が一般的だ。それなら

列 だった。

ば、タビオは靴下のサイトであるとい

「年商 100 億円売れるグローバルサイ

うテーマを強調するためには、アイテ

トを目指す」
（システムソリューショ
ン部・メディア部部長の真砂輝男執
行役員）という高い目標を掲げて、
図4 タビオは店舗の常識とは
異なる分類方法をECサイトに
導入してSEOの成果を上げた

商品陳列
（分類）
の考え方

「Googleはテーマ性があり階層化さ

「メンズ」では検索しない

ム名を最上位に置いた階層構造にし

靴下屋に限らず、一般的なアパレ

店舗

レディース→ 靴下 → 5本指靴下

来店客の属性から陳列方法を決める

た方がいいわけだ。

ECサイト

靴下 → 5本指靴下 →レディース
検索されやすい言葉を上位にして階層化する
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しかし、この常識は店舗の陳列と

商品名無しでは検索されず

うなユーザビリティ面などの改善も

は異なる。チームタビオの一員とし

SEO 視点のサイト刷新は、同社の

施した。例えば、商品写真は全てモ

て参加したタビオ新規事業支援室の

リアル店舗のもう1つの 常識 を覆

デルが履いたものにして実際の着用

木村美絵シニアマネージャーは、
「江

した。同社の店舗では、品番や値段

をイメージをしやすくした。また、

沢さんとは、やり取りが平行線の時

の書かれたタグは付けていても、個

トップページに特集企画などの告知

期もしばらくあった」と明かす。ただ、

別に「ロングファー 風レッグウォー

スペースを数多く設けて、サイト内の

「自社サイトの検索動向や外部の検

マー」などといった名称は商品 1つひ

誘導を強化。さらには、商品への自

索ランキングを見ると、アイテムから

とつに付けてはいない。靴下を履い

信を基に、購入商品が満足いかない

入る方がユーザーの視点に近いと思っ

た足型を陳列しておけば一目瞭然で、

場合は返品無料のキャンペーンも実

た」
（木村氏）と考えを切り替えてか

顧客の関心を引き付けることができ

施した。

らは、ネットならではの顧客視点を追

るためだ。

こうした施策の結果、リニューア

ところがネットではこうした手法

ルした9 月 13 日から12 月のアクセス

トップページの下には、
「ソックス・

には限界がある。確かにリニューア

数は、Google の自然検索（検索連動

靴下」
「ストッキング」
「スポーツソッ

ル後のサイトは、ビジュアル面に工夫

型広告を除く）経由が前年比 2.3 倍、

クス」
「レギンス・スパッツ」
「タイツ」

を凝らしたが、サイトにアクセスする

Yahoo! JAPANは約80％増と大幅に

といったアイテムの一覧ページを設

ユーザーを増やすためには、商品名

伸びた。

けた。その下には、ソックス・靴下で

など文字情報で検索できるようにし

あれば「5本指靴下」
「パーツソックス」

ないと、探しようがない。そこで、リ

求することに決めた。

売れる商品の幅が広がる

「パンプス用ソックス」といった細か

ニューアルを機に、SEO 視点を意識

い分類が並ぶ。こうしたページの上

しながら全商品に1つひとつ商品名

及ぼしている。システムメンテナン

部には販売するアイテムを紹介する

を付けるようにした（図5）
。

スのためサイトを停止した11 月中旬

テキストを入れて、検索エンジンに
内容が理解されやすいようにした。

これは売り上げにも大きく影響を

SEO 以外にも、サイトへ集客した

〜12月初旬以外は、
「前年比2 倍以上

ユーザーが確実に購入に結びつくよ

の増加ペースで伸びている」
（真砂執
行役員）と言う。
特にSEOの成果で売れ筋が広がっ

図5 タビオが導入した主なSEO施策
●カテゴリーのトップページの強化

●SEOを意識して商品名を付ける

ている。従来は一度買えばリピート
購入しやすいタイツと、置いていない
店舗が多いスポーツ用品ばかり売れ
ていたが、各アイテムのトップページ
が検索エンジンからユーザーを呼び
込むランディングページとして機能
するようになり、幅広い商品が売れ

「レギンス・スパッツ」
といった商品アイテムのトップ
ページを作成し、上部に置いた扱い商品の説明文に
はSEOを意識したテキストを盛り込む

●最下部に各アイテムページへのリンクを配置

従来は型番のみだったが、検索ユーザーを意識して商
品名を付けた

「ハイソックス」
（7位→2位）、
「ストッキング」
（圏外→10位）
などの検索順位が大きく上昇

るようになった。
真砂氏は、
「SEO が本格的に効い
てくるのは今春ごろ」と期待する。さ
らにこのSEOのノウハウは海外展開
に強い武器となる。タビオが既に進
出しているイギリス、今後展開する

サイト内部のリンクを密にすることもSEOの強化につ
ながる。
この一覧は全ページの最下部に置いた
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刷新後約4カ月間、
Googleの自然検索結果を
経由したアクセス数は
前年比2.3倍

フランスではGoogleのシェアが8 割
前後を占める。Google対策は海外進
出を検討する日本企業に広く求めら
れるスキルとなるだろう。
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や蔵元名を入れるようにした。

佐野屋「地酒 .com」

来店 動機の分析が商品ページ改善のヒントに

1ページ1商品を基本に
さらに、商品ページでは「1ページ

図6 佐野屋は商品ページの情報を絞ることで、SEOの効果を上げた
旧サイトの関連商品リスト

に1 商品」という構成を基本とするよ

新サイト
旧サイトの商品ページで
は、該当する商品のほか、
同じ蔵元のほかの地酒な
ど、関連商品を何種類もリ
スト表示していた
（左）。
リニューアルに伴い、1商
品1ページの構成を基本
にすることで、雑多な情報
を減らした。ページの内容
を明確にしたことは、SEO
にも 好 影 響を及 ぼした
（右）

うにした。以前のサイトの商品ペー
ジでは、商品によってはその商品と
同じ銘柄のほかの商品リストも多数
表示していた（図6）
。さらに、蔵元の
情報も商品ページ内で紹介している
ものもあり、検索エンジンがページの
特徴や内容を的確に判断しにくくなっ
ていた。ユーザーの視点で見ても、
多くの情報を詰め込みすぎて分かり
にくいページになっていた。
そこで、まず関連商品のリストにつ

2010年12月の
Yahoo! JAPANの
自然検索経由の購入件数は
前年比30.6％増加

いては数を減らすように改めた。ま
た、蔵元に関しては蔵元を紹介する
ページを商品ページとは別に作るよ
うにした。こうして情報の整理が進
み、ページごとにコンテンツのメリハ
リが明確になった。
こうして構築した新しいサイトで

「酒通の間で人気の日本酒を専門
に扱っています」─。

構築に取り組んだ。
リニューアルに当たってまずは、サ

は自然検索による来訪者や購入者
を増加させることができた。2010 年

Webサイト上でこう明言する「地

イトの来訪者がどのような検索キー

12 月の数値を前年同月と比べると、

酒 .com」は、日本全国の地酒を扱う

ワードでサイトにアクセスしている

Google 経由のセッション数は34.2％

ECサイトだ。その中にはほかでは入

のかを分析した。すると、地酒の銘

増 加 し、Yahoo! JAPAN 経 由 で は

手しにくい珍しい地酒もあるだけに、

柄名で検索されることが多かったも

45.0％増えた。この増加は購入にも

顧客には日本酒の愛飲家が多く、リ

のの、
「玉川 木下酒造」などと銘柄

結びつき、購入件数ではGoogle 経由

ピート購入も多い。

名と蔵元の名前の組み合わせで検索

で 18.5％増、Yahoo! 経由は 30.6%増

されることが多かった。また、
「獺祭

と大きく伸ばすことができた。

しかし、
「今後の成長を考えると、
日本酒に詳しくない人や、法人での

（だっさい）
」のように読み方が難しい

SEO 対策と同時に、佐野氏のライ

ギフト需要なども開拓していくこと

銘柄の場合は、ひらがなで検索され

フワークにもなっているのが、蔵元紹

が必要。そのためには、SEOは重要

ることも多かった。

介ブログだ。約 1200あるという国内

こうした調査を踏まえた上で、新

の全蔵元を紹介することを目標に置

サイトではページの種類別にどのよ

く。2010 年 4 月に始めて現在は109

そこで、2010 年 10 月にサイトをリ

うなキーワードで検索されることを

件まできた。紹介数を増やせば、ブ

ニューアルした際には、ECサイトの

目指すのかを決めて、タイトルタグに

ログが検索結果に表示される機会が

検索エンジン対策を得意とするゴン

は該当するキーワードを埋め込んだ。

増えると同時に、愛飲家に楽しんで

ウェブコンサルティング（東京都北

例えば、個別の商品ページでは、その

もらえる。
「コンテンツの充実で 強い

区）に依頼して、SEO視点でのサイト

銘柄名は当然として、その読みがな

サイトを作りたい」と佐野氏は語る。

だ」とサイトを運営する佐野屋（大阪
府枚方市）店主の佐野吾郎氏は言う。
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SEO実践

Q&A

SEO環境は大きく変わり、
今までの対策が通用しなくなった、
との声も聞こえてくる。
では今後はSEOにどのように
取り組んでいけばよいのか。
Q&A形式で解説していく。

Q 今後のSEOの投資方針はどうすべき？
いのは、SEO 対策と称して 怪しい

マスター向けブログで「Googleが有

SEO 対策への投資は大きくかさみか

サイトからのリンクを販売する業者

料リンクを信頼しない理由」と題す

ねない。また、施策は外部サイトか

もいることだ。グーグルは検索結果

る記事を掲載。具体例を挙げながら、

らのリンクを集める外部対策と、サイ

の操作を目的としたリンク売買を問

有料リンクを発見した場合はグーグ

トを改善する内部対策に分かれる。

題視しており、リンクの購入によりサ

ルに報告するよう改めて求めた。

今後はどこに注力すべきだろうか。

イトの評価が下がる可能性がある。

上位表示を巡る競争が激化すると、

外部リンクの購入は手間無く効果

まず、SEOは投資した分の成果が

海外事情にも詳しいSEOコンサル

を発揮するため、重宝されてきた面

約束されているわけではないことに

タントの鈴木謙一氏は、米グーグル

もある。しかし、今後はコンテンツに

留意すべきだ。外部リンクを購入し

でスパム対策に取り組むマット・カッ

投資して検索エンジンからの評価を

ても、検索順位が必ず上がるわけで

ツ氏にインタビューした際に「これま

高めつつ、自然にリンク数が増える

はない。そのため「小手先で外部リ

では米国のグーグルの方がスパムと

ようにした方が得策だろう。ゴンウェ

ンクを増やすのは、費用対効果が見

の戦いの歴史が長く、厳しい対応が

ブコンサルティングの権成俊社長は

えないため、やめた方がいい」
（タビ

できていた。今後は日本でも強化し

「コンテンツの拡充で、SEO効果向上

オの真砂氏）という意見もある。

ていきたい」という旨のコメントを得

にも、コンバージョンの後押しにもな

たという。グーグルは昨年末、ウェブ

る」と指摘する。

さらに、気を付けなければいけな

Q SEOに向くコンテンツの拡充方法は？
「SEOを意識しながらコンテンツの
強化」というと、難しく感じる人も多
いのではないだろうか。製品情報を
拡充するにしても限度がある。

り込む必要がなくなる。自社で扱う

報を提供していけばいい。

商品などについて書いていけば検索

また「Q&Aサイトを見るのも効果
的」と、検索エンジンマーケティング

される機会を増やせると同時に、ユー
ザーに役立つ情報にもなる。

しかし、コンテンツのヒントは簡単

を得意とするネット広告代理店アイ

アパレル企業のネット活用を支援

に探すことができる。自分で考える

レップ CSO（最高戦略責任者）の渡

するアパレルウェブ（東京都中央区）

のが難しければ、ユーザーが何を望

辺隆広氏は指摘する。関連分野でど

ソリューション企画ユニットのユニッ

んでいるのかを調べるのが効果的だ。

のような質問があるのか、どのような

ト長である増田智士氏は、
「例えば各

例えば、検索経由で自社サイトにア

回答があるのかを調べることで、より

店舗のスタッフがそれぞれ新入荷し

クセスするユーザーがどのような検

幅広い情報を得られるだろう。

た製品についてお知らせしたり、イベ

さらに、ブログを活用することで執

ント情報を書いたりするだけでコン

そのリストは確認したい。検索キー

筆の敷居は下げられる。ブログであ

テンツ拡充になり、販促ツールとし

ワードを見ることで、ユーザーのニー

れば更新が容易で、内容を細かく作

ての効果は大きい」と指摘する。

索キーワードを使うことが多いのか、
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Q 検索エンジン独自の特化型検索への対応は？
ヤフーは、グーグルの検索エンジン

で自社の情報をYahoo!地図へ登録で

索結果よりかなり目立つよう 優遇

への切り替えを発表した際に、検索

きるので、手間を惜しまず登録すべき

されており、CTR（クリック率）が高

結果については独自のカスタマイズ

だ。ユーザーは検索結果から必ずし

い可能性がある。表示方法は今後変

をするとしていた。Webサイトの検

も企業サイトへのリンクをクリックす

化する可能性は高いが、小売店や飲

索の部分は共通でも、検索キーワー

るとは限らない。あらゆる機会を活用

食店など、店舗展開をする業種の企

ドによっては、ネットショッピング検

すべきだ。

業にとっては、Googleプレイスのよ

索、ローカル検索の結果が検索結果

グ ー グ ル で も、ロ ー カル 情 報 は

の上部や、途中に挿入されることが

「Google プレイス」
、ショッピング情

ある。今後のSEOでは、こうした検

報は「Googleショッピング」の情報を

索エンジン独自のサービスへの対応

Webサイトの検索結果に交えて表示

も進める必要が出てくる。

する。プレイスは店舗が基本情報、

Yahoo! JAPANの場合、ローカル情

クチコミなどを集約した情報ページ

報では「Yahoo!地図」の情報を表示し、

を持てるサービスだ。店舗のオーナー

ショッピング情報では「Yahoo!ショッ

であれば、無料でプレイスページの内

ピング」に出店するサイトの情報を表

容を編集できる。なお、Googleショッ

示している。例えば、
「六本木 ラー

ピングへの登録も無料だ。

メン」と検索すれば、検索結果の最上

現 状 では、検 索 ワードによって

部に六本木周辺の店舗情報が地図と

Googleプレイスの表示方法に違いが

共に表示される。企業、店舗は、無料

ある。ワードによっては、通常の検

うなローカル情報検索への対応が必
須になるだろう。

グーグルで地域に関連したキーワードで検索
をすると、Googleプレイスへのリンクや地図
情報も併せて表示される

Q スモールワード対策はどうすべき？
スモールワードでのSEOを重視す

たいユーザーが使いそうなキーワー

ただし、
「グーグルはロングテール

べきという意見は多いが、その対策

ドで発言していけば、検索を通じて

部分のアルゴリズムを調整しつつあ

Twitter、そしてサイトに誘導できる。

るようで、サイトへ誘導する検索語の

は何が有効か。
「Twitterなどを使う
のも役に立つ」とアパレルウェブの増

「購買につながりそうなキーワードを

総数は以前のヤフーよりも減ってい

田氏は指摘する。Twitterは直接的

1000 個から1 万、2 万個に増やしてい

る印象を受ける」
（アユダンテの江沢

なSEO 効果は持たないが、呼び込み

くことが重要だ」
（増田氏）と言う。

氏）という意見もある。

Q キーワード出現率とは？
集客したいキーワードがページの

ないのが実情だ。また、最近は以前

分析をする際にも、キーワード出現率

中にどれくらい含まれているか。そ

ほどキーワード出現率は重要でなく

は見ておきたいポイントだ。

の出現率はSEOで考慮されることが

なったとする意見もある。

「キーワード出現頻度解析ツール」

ただし、重視するキーワードをペー

などネット上で無料で利用できる測

などと具体的な数値目標を言うこと

ジ内で適切に使うことにはもちろん

定ツールがある。これらを使えば簡

もあるが、その数値の真偽は分から

配慮すべきだ。また、競合サイトの

単に調べられるだろう。

多い。
「○％以上
（程度）
を目指すべき」
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