
/ 52

益子 貴寛
CSS Nite in TAKAMATSU, Vol.1

2009年12月12日 土曜日

キーワード戦略と
ページタイトルの改善
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戦略

戦術戦術 戦術

企画フェーズ

設計・構築・運用フェーズ
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企画フェーズ

設計・構築・運用フェーズ

戦略

戦術戦術 戦術

戦略なくして戦術なし！
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ちょっと自己紹介

4



/ 52

益子 貴寛
株式会社サイバーガーデン 代表取締役

金沢工業大学大学院工学研究科 客員教授

1975年、栃木県宇都宮市生まれ。
早稲田大学大学院商学研究科修了後、
一般企業に勤務したのち、独立

Webサイトのプロデュースや戦略立案、
制作業務、コンサルティング、

講義やトレーニング、執筆活動に従事

ましこ たかひろ
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著書

7 刷 13 刷

韓国でも
出版

9 刷
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監修書など
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http://cybergarden.biz/
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いろいろ
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このセッションの流れ

✦キーワード戦略の見なおし

✦キーワード戦略に役立つツール

✦ページタイトルの改善方法

✦ページタイトルの改善ワーク

✦ページ全体の改善施策の手順

✦まとめ
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キーワード戦略の
見なおし
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そのキーワードで
本当に勝てますか？
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ページタイトルとキーワードの重要性

13screenshot of web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/08/24/6396

http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/08/24/6396
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/08/24/6396
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ページタイトルとキーワードの重要性

14screenshot of web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/06/26/3130

http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/06/26/3130
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/06/26/3130
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正しいキーワード戦略
上位表示
困難

容易

リフォーム

リフォーム　香川

リフォーム　香川　内装

リフォーム　香川　内装　費用
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むしろ
上位表示
困難

容易

リフォーム

リフォーム　香川

リフォーム　香川　内装

リフォーム　香川　内装　費用

成果に
つながらない

つながる
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キーワード選びの注意

✦ユーザーがよくつかうキーワードか？

✦コンバージョン（購入・成約・問い合わせ）に
つながるキーワードか？

✦キーワードの組み合わせへの配慮は？

✦検索サービスの「もしかしてワード」
ではないか？
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Google の「もしかして」
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Yahoo! の「も含めて検索」
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bing の「こちらをお探しですか」
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もしかしてテスト
かきごはん → もしかして「牡蠣ご飯」
かきご飯  → もしかして「牡蠣ご飯」
かき御飯  → もしかして「牡蠣ご飯」
カキごはん → そのまま
カキご飯  → そのまま
カキ御飯  → もしかして「牡蠣御飯」
牡蛎ごはん → もしかして「牡蠣ご飯」
牡蛎ご飯  → もしかして「牡蠣ご飯」
牡蛎御飯  → そのまま
牡蠣ごはん → もしかして「牡蠣ご飯」
牡蠣ご飯  → そのまま
牡蠣御飯  → そのまま

「牡蠣ご飯」
が一番人気
↓

キーワードとして
採用するに
ふさわしい

（2009年12月9日、Google調べ）
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企業名やブランド名が「もしかして」

✦その固有名詞の信頼性が、まだ低い状態

✦がんばって運営していれば、
表示されなくなる可能性が高い

✦旧字体・旧かなは、
Webサイトではあえて避けるという判断も

✦ URL登録など基本的な対策を行っている？
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ヒット数テスト
高松　美容院    750,000件

高松　美容室    626,000件

高松　ヘアサロン　 209,000件

高松　ヘアカット     37,400件

キーワードの「一般性」の判断基準に

（2009年12月9日、Google調べ）
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検索ボリュームテスト

screenshot of www.google.co.jp/trends 24

検索ボリューム ≒ マーケットの広さ

http://www.google.co.jp/trends
http://www.google.co.jp/trends
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まとめると

1. ユーザー、コンバージョンなどの観点から
キーワードを複数選び、組み合わせる

2. キーワードそれぞれは、次を基準に選定

• もしかしてテスト
• ヒット数テスト
• 検索ボリュームテスト
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キーワード戦略に
役立つツール

26



/ 52

Googleトレンド

screenshot of www.google.co.jp/trends 27

キーワードの検索ボリュームとトレンド

http://www.google.co.jp/trends
http://www.google.co.jp/trends
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Google Insights for Search

screenshot of www.google.com/insights/search/?hl=ja 28

キーワードの地域別・期間別の検索度

http://www.google.com/insights/search/?hl=ja
http://www.google.com/insights/search/?hl=ja
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キーワードウォッチャー

screenshot of www.keywordwatcher.jp 29

クロスリスティング提供の無償／有償ツール

http://www.keywordwatcher.jp/
http://www.keywordwatcher.jp/
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ちなみに
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検索サービスのハイフンの扱い

✦ Google
A-B　=「AB」+「A-B」

✦ Yahoo!
A-B　=「A and B」+「A-B」

✦ Bing
A-B　= 「A-B」「A and B」「A」「B」など
（まだベータ版、かなりの「ゆれ」アリ）

扱いが違うので
要注意！
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ページタイトルの
改善方法
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大切な考え方
重 軽

勝負するキーワードは 先に
補足的なキーワードは 後に
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企業名やブランド名の位置

勝負するキーワードを
企業名やブランド名に先行させるのも大アリ
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ページタイトルの「品格」
短い／上品

長い／下品

コーポレートサイトなど

その他のサイトやサービス

インターネットショップなど

タイトルがゴチャゴチャしていると「下品」に。
企業やブランドのイメージ、知名度などを加味すること

35
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個別ページのタイトル

そのページ名 | カテゴリー名 | サイト名

セオリーは、パイプ（縦棒）区切り

通常は半角で、前後にスペースを入れる

36

とにかく、ページ名を「先に」、サイト名を「後に」。
ページ名こそ、そのページ固有の内容だから
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個別ページのタイトルを改善

食の豆知識を楽しく学ぼう！
ヘルシーお弁当のコツ
食物アレルギーの「ここ」に注意

食に関する豆知識
健康的なお弁当のつくり方
食物アレルギーの注意点
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個別ページのタイトルを改善

食の豆知識を楽しく学ぼう！
ヘルシーお弁当のコツ
食物アレルギーの「ここ」に注意

食に関する豆知識
健康的なお弁当のつくり方
食物アレルギーの注意点

ユーザーに訴えかけつつ、
主力キーワードは落とさない！
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トップで勝つ？　個別で勝つ？

✦トップページの上位ランクインは、
サイト全体に好影響を与える

✦さらに、トップページだけでなく、
主要な個別ページの状況を
きちんと把握し、改善する

✦アクセス解析データをもとに、
人気ページから改善するのもよい方法

39
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個別ページは2タイプの戦略で
情報系ページ 購買系ページ

調べもの
ワード

コンバージョン
ワード

40

見積り、費用、コスト、
販売、申し込み、予約、
割引、 特価、安値、無料、
入荷、発送、配送、送料、
売れ筋、問い合わせ、相談

...etc.

情報、とは、まとめ、参考、
方法、 利用法、コツ、

注意、比較、 感想、質問、
人気、評価、評判、レビュー、

満足、不満、お勧め
...etc.
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ページタイトルの
改善ワーク
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http://www.nitori.co.jp/
http://www.nitori.co.jp/
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株式会社ニトリ
http://www.nitori.co.jp/

SEOの観点から
トップページのタイトルを

改善してください

screenshot of www.nitori.co.jp 43

http://www.nitori.co.jp
http://www.nitori.co.jp
http://www.nitori.co.jp/
http://www.nitori.co.jp/
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現在のタイトルは

全国にショップ展開｜住まいのトータルコー
ディネートをサポートする　家具＆インテリア
ショップのニトリ
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ページ全体の
改善施策の手順
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こまごまとしたことはともかく

タイトル

メタ情報

見出し

本文

同じキーワードで
全体を貫いているか？
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改善施策の手順

✦ページタイトルの変更によって、
Googleで一時的に順位が下がる場合も

✦おすすめの手順

1. 見出し、本文、メタ情報を徹底的に改善

2. ページタイトルの後ろのほうを改善

3. ページタイトルの全面的な改善

47



/ 52flickr photo by rossferguson

まとめ

48

http://www.flickr.com/photos/rossferguson/
http://www.flickr.com/photos/rossferguson/
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戦略
企画フェーズ

戦術戦術 戦術

設計・構築・運用フェーズ

もっともっと突き詰める！
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純粋な感情として

✦ 検索順位が上がればうれしい

✦ ページビューが増えればうれしい

✦ コンバージョンが増えればうれしい

✦ コメントが増えればうれしい

✦ トラックバックが増えればうれしい

✦ RSSフィード登録者が増えればうれしい
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SEOの知識をもっと活かす

✦その製品名、サービス名、ブランド名は

• 検索されやすい名前か？
• 地域性を考えているか？
• ...など、検索サービスを活用して考える

✦ Webでの成果を落とさないように、
SEOの要件を先回りして織り込むのが大切
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ありがとうございました
mashiko@cybergarden.net
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