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はじめに 

 
ネットビジネス業界の中でも SEOサービスは、業者の言い値のようなところがあります。 

 

高いお金を払って SEO 対策をしてもらったと言われても実際どの程度のことをしてくれたかな

ど教えてくれません。 

 

業者にとっては、そこは「企業秘密の技術ノウハウですので」と逃げられてしまします。 

 

SEO対策に関しても、とうの昔に効果がないとされた情報をエサに、多くの人が騙され、 

お金をむしり取られている現状があります。 

本マニュアルをお読みいただくことにより、SEO対策についての情報を取捨選択するひとつの指

標としてご活用いただければ嬉しく思います。 

 

あなたが実際にホームページを作れなくてもこの「SEO完全マニュアル」は非常に役に立ちます。 

  

もしあなたがこれからホームページを作るならば 

  

依頼する WEB制作会社に対して本当に効果がでる SEOの対策項目を知っておくだけで、「このマ

ニュアルの SEO対策をしておいてくれ」と注文をつける事ができます。 

  

すると WEB 制作会社は「この客は、SEO の知識があるからいい加減な事はできないぞ」 とプレ

ッシャーを感じ、よりしっかりと SEO対策を施してくれるでしょう。 

  

すでにホームページをお持ちのあなたでしたら、 

  

あなたの会社のホームページを管理している業者に対して、「このマニュアルの SEO対策をしっ

かりしてくれているだろうな？」と問い合わせしてみてください。 

  

もし、あなたが無知なのをいいことに WEB 業者が対策をしてくれていなかったのであればすぐ

に対策をしてくれるかもしれません。 



  

もし、自社にホームページを作成することができる社員がいるのなら、 

  

SEO 対策完全マニュアルの資料通りにホームページの内部を設定するよう、見直させることで、

SEO を外注するよりもはるかに安いコストで質のたかい上位表示されるホームページを自社で

作ることができるようになるでしょう。 

  

今まであなたのホームページが上位表示されず、WEBからに集客ができていないのであれば、そ

のホームページは見た目だけ整えられたもので、実は中身は SEO 対策ができていないものであ

る可能性があります。 

  

その場合、正確な検索エンジンが上位表示する条件の原則に基づいて、的確な SEO 対策をする

ことで、今までとは比べものにならないくらい上位に表示されたり、WEBからの集客や資料請求、

お問い合わせを達成することができるでしょう。 

  

 

【注意事項】 

1．本マニュアルでは、私の知識、経験から導き出した SEO 対策についてご紹介をしています。

そのため、一般的な SEO対策とは異なる解釈、表現がでてくる場面ございます。 

 

２．一部の SEO 手法について、本マニュアルでは否定的な意見を述べておりますが、あくまで

も私の個人的意見であり、特定の人物を非難するものではありません。ひとつの解釈としてご

容赦賜りますと幸いです。 

３．本マニュアル内に掲載されている URL に関しましては、参考 URL として拝借させていただ

いているものであり、著者との関連性は一切ございません。 

 

４．本マニュアルの著作権は、執筆者に属します。著作権者の許可なく、本マニュアルの全部

又は一部をいかなる手段においても複製、転載、商業利用等することを禁じます。 

親しいご友人関係の中で“こっそり”共有くださいませ。 

 

【本マニュアルの読み方】 

本マニュアルは、できる限り初心者の方でもご理解をいただけるよう、基礎的な考え方から掲

載しております。ですので、既に幅広い知識をお持ちの方にとっては退屈に思える部分もでて



くるかとは存じますが、ぜひ基礎の確認という意味でもお目通しくださいますと幸いです。 

 

また、より多くの情報をご紹介するために、簡素化して執筆している項目もございます。 

「よくわからない」という項目があった場合も、ぜひ読み飛ばしをされませんようお願いいた

します。 

 

単体では理解できない情報も、後々、脳内に知識のネットワークが構築された段階になると、

活かせるようになるかと存じます。 

それでは、SEO完全マニュアルをご覧ください。 
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第１章：SEOの基本を理解する

これからSEO対策をしていくにあたり、まずはSEOとは何であるかを理解しておく必要

があります。SEO対策はしばしば『テクニック』ととらわれガチですが、私は『考え

方』だと思っています。

根本的な『考え方』が身についていなければ、いくら『テクニック』を駆使したところで、

功を奏すことはありません。第１章では、私の考えるSEOについて、ご紹介していきた

いと思います。



【１．SEOとは】

SEOとは、検索エンジン最適化(Search Engine Optimisation)の頭文字。検索エンジン

（yahooやGoogle）において、自分のウェブサイトが希望するキーワードで検索された

際に、検索結果の上位に表示されるように、ウェブサイトを最適化していくことです。

つまりは、サイトを検索結果の上位に表示させるために、ウェブサイトの内部・外部対策

を行うことです。

SEOの知識を身に付けると、検索エンジンから正しい評価を受けやすくなり、関連性の

高いユーザーを呼び込みやすいウェブサイトを構築できるようになります。

【２．Googleの理想】

SEOを攻略するには、Googleが何を目指していて、どのようなサイトを求めているのか

を理解しておく必要があるでしょう。

残念なことに、長年ウェブ制作に関わっている方でも、この根本的な部分を知らない（無

視している）人が多いように感じています。

○Googleはどんなウェブサイトを求めているか？



Googleはユーザビリティの高いサイトを求めています。検索エンジンとして、ユーザー

が入力したキーワードに対して、適切かつ豊富な情報提供をしているサイトを上位表示さ

せたいのです。

例えば、子供がアトピーで悩んでる女性が「子供　アトピー」と検索したら、アトピーの

原因や対処法、病院、治療費用、専門家のアドバイスなど、その女性が求めている情報が

載っているサイトを表示させます。

とても当たり前のように聞こえますが、これがSEOの大原則です。

有料被リンクサービスが存在していることで、「リンクさえ貼れば上位表示する」と勘違

いをされている方は多いですが、“有料被リンクを受けただけの何の役にも立たないサイ

トが表示される検索エンジン”など、私は使いたくありませんし、あなたもきっとそうだ

ろうと思います。

ユーザーの役に立たずして、SEOを攻略することは不可能だということを、まずしっか

りと認識しておきましょう。

【３．クロールとインデックス】

〇SEOの基本中の基本とは？

検索エンジン（Google）は、「Googlebot」というシステムを使い、リンクをたどって世

界中のウェブサイトを巡回（クロール）し、情報を収集しています。



「Googlebot」は、ウェブサイトをクロールしながら、

・「どんなテーマのサイトか」

・「どのようなキーワードが含まれているか」

・「どこからリンクされてどこにリンクしているか」など、

200項目以上の基準で分析し、自社のデータベースに取り込んでいます。

クロールから取り込みまでの一連の流れを「インデックス」と呼びます。Googleは、

ユーザーがネット検索をした際に、インデックスの中から関連性の高いウェブサイトを選

出し、表示させています。

つまり、SEOの基本中の基本は、Googlebotにクロールしてもらい、適切にインデックス

をしてもらうことと言えるでしょう。

【４．Googleアルゴリズム】

Googleアルゴリズムとは、Googleがウェブサイトを評価、検索順位を決定するための判

断指標のことです。

2010年 7月、国内2大検索エンジンである yahooと提携したことにより、ほぼすべての

検索順位がGoogleの定める検索アルゴリズムによって、決定されるようになりました。

アルゴリズムは、更新頻度、オリジナリティ、ページ数、滞在時間、ドメイン名、運営年



数、被リンク数、コンテンツ量、タイトル、メタディスクリプション、キーワード、サイ

ト構造、、、など、200項目以上の基準でサイトを診断、総合点で評価しています。

アルゴリズムはGoogleの社外秘であるため、我々には断片的な情報しか公開されていま

せん。

つまり、SEO対策の最適解は、誰も知らないのです。SEOとは、この目に見えないアル

ゴリズムを予測や経験によって解き明かし、自身のウェブサイトを最適化させていくこと

でもあるのです。

〇アルゴリズムは進化し続ける

アルゴリズムはGoogleの技術発展とともに改善され続けており、定期的にアップデート

されています。アルゴリズムがアップデートされると、サイトの評価基準が変わるため、

検索順位が変動します。

最近では、2014年 9月のアップデートが印象的でした。それまで重要とされてきた被リ

ンクについての項目が大きく見直されたため、作為的な被リンクを施行していたウェブサ

イトが続々と圏外へ飛ばされたのです。

「300万円稼いでいたアフィリサイトがなくなりました！」

「いつまでアフィリエイトを続ける気ですか？」

こんな謳い文句の副業商材がたくさん出てきたのを覚えています。

「古参のアフィリエイターが消えた今がチャンスです！」という商材もありましたね（笑



アルゴリズムのアップデート毎に検索順位は変動するものですが、Googleの理念（ユー

ザーの役に立つサイトを上位表示させたがっている事実）は決して変わりません。

アルゴリズムの穴をついて、不正に検索順位を操作しようとする運営者を減らし、より有

益な情報をユーザーに届けるために、アルゴリズムは改善されているのです。

ですので、健全にサイトを運営し、質の高いコンテンツを提供している運営者にとって、

アップデートはむしろ歓迎するべきものなのです。検索エンジンとして、我々ネットユー

ザーにロイヤルティを示してくれるGoogleには、感謝の念に堪えません。

【５．SEOの攻略法はひとつではない】

・記事を毎日更新しなければならない

・100記事書くまでは上位表示しない

・被リンクをたくさん貼らなければならない

・〇〇文字以上の記事を書かなければならない。

SEO対策は、「これをしなければならない」と誤解されていることがあります。

アルゴリズムは、様々なルールが複雑に関係しており、「これをしなければならない」と

いう正解はありません。実際問題、私も実践していないSEO項目はたくさんあります。

アルゴリズムの200以上の項目において、“総合点で評価”されていることを理解しておき

ましょう。



何かができていなくても他の要素で補うことができていれば、上位表示可能だと私は確信

しています。（もちろん、ある一定以上の基準をクリアしている必要はありますが）

興味深い点は、キーワードやジャンルによってルールが違うことです。

例えば、アニメやマンガのネタバレ、２チャンネルまとめなどのニュース系サイトでは、

コンテンツの質よりも更新頻度が重視されることがあります。これは、「とにかく早く、

最新情報を知りたい」というニーズが強いキーワードだからです。

「ネタバレ速報」なんて、いくら質の高い記事を書いたところで、更新が遅ければ意味は

ありませんし、２~３日後には見向きもされなくなりますから、更新が止まった瞬間から

順位が低下していきます。

早く更新するために、誤字脱字がある状態で投稿されている記事もありますね。

一方で、「抜け毛　予防法」や「コーヒー　淹れ方」などの情報完結型サイトでは、更新

頻度よりもコンテンツの質が重視されます。

こうしたキーワードでは、更新頻度が高いサイトよりも、じっくりと時間をかけて情報を

まとめたサイトの方がユーザビリティが高いです。事実、こうしたキーワードでは何年も

更新していないサイトが上位表示しているのを目にします。

つまり、情報完結型のサイトを作ろうとしている人が、ニュースサイト運営者のSEO理

論を実践しても、十分な効果が得られない場合があるのです。



自分の運営サイトに合ったSEO対策を心がけましょう。

【６．オリジナリティ】

SEOにおいて、サイトのオリジナリティも非常に重要です。ネット上には似たようなサ

イトで溢れています。いくらユーザーにとって役に立つ情報提供をしていても、コンテン

ツが重複していては、上位表示させる意味がありません。

「子供　アトピー」と検索した際の検索結果が、

１．子供のアトピーの原因と治療法について（のサイト）

２．子供のアトピーの原因と治療法について（のサイト）

３．子供のアトピーの原因と治療法について（のサイト）

・

・

９．子供のアトピーの原因と治療法について（のサイト）

１０．子供のアトピーの原因と治療法について（のサイト）

検索結果に表示されるすべてのサイトコンテンツが重複していたら、

ユーザーは困ってしまいますよね。

同じ「子供　アトピー」と検索するユーザーでも、

・子供のアトピーの薬について知りたい人。



・アトピーのお医者さんを見つけたい人。

・アトピーに有効な食習慣を知りたい人など、求めている情報は様々です。

Googleは、さまざまな見地からの情報をユーザーに提供するために、関連テーマの中で、

可能な限り独自コンテンツ(オリジナリティ)を持ったサイトを検索結果に表示させていま

す。

例：

１．子供のアトピーの原因と治療法

２．アトピーカウンセラーからのアドバイス

３．子供のアトピーについて悩んでいます。どなたか...（yahoo知恵袋）

４．Amazon.co.jp : アトピーに効く商品一覧

５．アトピー対策クリームランキング（アフィリエイトサイト）

６．アトピーに効果的な食事法naverまとめ

７．アメリカの研究チームが発表！最新アトピー対策法

８．平成２７年度子供のアトピー発症数統計（〇〇省）

９．子供のアトピーに悩む主婦の口コミサイト

１０．生活の中に潜む意外なアトピーの原因とは？

※注）上記の検索結果はフィクションです。

ここまでバラエティに富むことは稀ですが、Googleはあらゆる方面からの情報をユー

ザーに提示することで、検索エンジンとしての役割を果たし、ユーザビリティを高めてい

るのです。SEOにおいて「オリジナリティ」が重要な理由がお分かりいただけると思い

ます。



重複コンテンツのサイトが複数ある場合、Googleはより内容が充実していて、尚且つ、

運営年数が長いサイトを優先的に上位表示させています。

サイトにオリジナリティを持たせる最も簡単な方法は、自分の意見を述べることです。



第２章：お金を生み出すSEO

「アクセスさえ増えれば売り上げがあがるのに」

私も以前はこのように考えていました。しかし、アクセスはただ集めればよいというもの

ではありません。アクセスには、売り上げにつながるアクセスと、売り上げに全く貢献し

ないアクセスがあるのです。

同じアクセス数で最大限の収益を得るためには、「どんな人たちにサイトを訪れてほしい

のか」「その人たちを呼ぶために、何をすればよいか」を考えてSEO対策をする必要が



あります。ここを明確に定めなければ、売り上げに貢献しないアクセスばかりを集めてし

まう可能性があるのです。

【７．誰を集客したいのか】

集客をするにあたり、多くの人が勘違いをしているのは、「とにかく誰でもいいから集客

すればいい」「できるだけ多くかき集めて、できるだけ多く広告を見せればよい」と思っ

ていることです。

この２つの考え方は、直ちに改める必要があります。

何十万、何百万人にアピールできる拡散サービスも多数存在しますが、そのほとんどは何

の結果も出ないまま終わってしまいます。

それは、『顧客の質が悪い=関連性が薄い』からに他なりません。

あなたは、ネット上でたまたま見た広告をクリックするでしょうか？

わざわざ興味のない商品を購入するでしょうか？

答えはもちろんNOですよね。

こういうことを言うと、「いや、とにかく数多く集客すれば誰かしら買うハズだ」と反発

する人がいます。



しかし、関連性の低いユーザーを数多く集めるより、関連性の高いユーザーを少なく集め

た方が、圧倒的に購入率が高いのです。

私は、月間600万以上のアクセスを集めている方から話を聞いた経験があります。月間

600万というのはとんでもない集客数です。私はせいぜい月に５万程度なので、120倍の

アクセス数ということになりますね。

〇さて、どちらの収入の方が多いと思いますか？

実は、この方の月収は 50～60万円ほど。私は65～75万円です。

集客数に100倍以上の違いがありながら、収入には大差がないのです。

「私は関連性のない100,000人より、関連性の高い1,000人を選びます。」

もちろん、この集客力には敬意を払いますし、ぜひ学ばさせていただきたいと思っており

ますが、アクセス数と収益は正比例しないことがお分かりいただけると思います。

【８．収益をあげる２つの条件】

私は、ネットユーザーが商品を買ったり広告をクリックするには、２つの条件があると考

えています。



それは『興味』と『タイミング』です。

いささか極端な例ではありますが、、、

“巨人ジャイアンツの応援メガホン”を売るとしましょう。これを買ってくれる人は、野球

に興味のある巨人ファンですよね。興味のない人にいくら売りこんだところで、嫌がられ

るだけで終わってしまいます。

興味に合わせて、『タイミング』が重要です。朝の通勤電車内で、巨人ファンにメガホン

は売れるでしょうか？これも難しいでしょう。『タイミング』が悪いのです。

人は興味がある商品であっても、自らが欲しているタイミングでないと購入しないのです。

では、野球場に巨人戦を見に来た巨人ファンにメガホンを売るとしたら？

飛ぶように売れていきます。ただそこに置いておくだけで。

『興味』と『タイミング』が合致しているからです。

収益を生み出す集客をしたいのであれば、『誰』を集めたいかを考え、その人が興味のあ

るサイト（野球場）をつくり、商品（メガホン）を置くことです。

では、関連性の高いユーザーを集めるにはどうすれば良いのか？それは、このマニュアル

に書いてあるSEO対策を実践し、Googleの理想と調和のとれたサイト運営をするだけで

OKです。

注）私は野球ファンではありません。



【９．滞在時間、ページビュー数】

SEO対策において、平均滞在時間、ページビュー数も重視すべきポイントです。Google

は最終的に、サイトに訪れたユーザーがどんな行動をするか？を見ているからです。

私にご質問をくださる方の中には、「とにかく広告を見せればいいんでしょ？だから長く

サイトにいられる必要はない」という方もいらっしゃいました。

繰り返しになりますが、『誰も真剣に読まないサイト』を、Googleがわざわざ上位表示

させるでしょうか？とても考えにくいことだと思います。

どんな小手先のテクニックを使ったところで、実際のユーザーが価値を認められなければ、

そのサイトが安定的な成功を収めることはありません。



【１０．商品ではなく、情報を求めている】

ネットユーザーは『商品』ではなく、『情報』を求めています。なぜかというと、単純に

商品がほしければ、Amazonや楽天、近くのスーパーに行って自分で購入できるからです。

では、ユーザーが求めている情報は何でしょうか？

それは、『自分の不安や悩みを解決する情報』だと思っています。

例えばですが、

『ファッションについて検索する人』は、

「洋服がほしい」と考えているのではなく、

「自分に合った服装はどんなものだろう？」

「スタイルを良く見せるには、どうすればいいのかな？」

「今年、流行しそうなファッションは何だろう？」

「はじめてのデートでは、どんな服装が良いだろう？」と考えています。

直接商品を探しているのではなく、自分の抱えている問題を解決できる『情報』を求めて

いるのです。この状態の人にいくら商品（広告）を売りこんだところで、問題が解決して

いない限り、購入に至ることはありません。

むしろ、「まだ悩んでいますから、話かけないでください」と店を出ていってしまうので



はないでしょうか？

では、どうすれば良いのか？答えは簡単。ユーザーの問題を解決できるだけの情報を、先

に提供すれば良いのです。

適切な情報を提供し、

「そうか！こういう服を選べばいいんだ^^」

「さっそく探してみよう！」と悩みを解決してあげてから、“さっと”商品をおすすめすれ

ば、購入してくれる可能性は高いでしょう。

ユーザーが求めている『情報』を提供してから、適切な『商品』を見せるようにしましょ

う。これを意識するだけでも、記事をより真剣に読んでもらえるようになり、自然と滞在

時間、ページビュー数も増えていきます。

【１１．招かれざる客】

滞在時間やページビュー数などの、ユーザーが実際にサイトに訪れたときの行動は、非常

に重要です。ユーザーの求める情報を提供するほど、滞在時間は上がり、Googleからの

評価は上がり、検索順位も上がることでしょう。

しかし、どんなに有益な情報を提供していても、コンテンツに興味のないユーザーが訪れ

てしまうと、滞在時間は減少します。

男性にとってどんなに有益な情報でも、女性が読めば興味がないため、一瞬にしてブラウ



ザバックをされてしまいます。

もし、短期的なアクセスアップのために、SNSや関連のないサイトから、この“招かれざ

る客”を連れてきてしまうと、平均滞在時間、ページビュー数は減少し、検索順位に影響

する怖れがあります。

もちろん、これはある一定の割合で仕方のないことですし、200以上あるアルゴリズムの

2項目だけを考えての見解です。懸念事項のひとつとしてご参考ください。

通常の検索結果からの訪問であれば、Googleはユーザーの行動傾向から、より適切な

キーワード（検索結果）へとサイトを移動させてくれます。

【１２．アフィリリンクはGoogleに嫌われる】

稼げていない初心者さんのサイトを見ると、サイト立ち上げ当初からアフィリリンク（広

告）を貼ったり、全てのページにアフィリリンクを貼っているのを目にします。

よくありがちな間違いですが、Googleは昔からアフィリエイト目的のサイトに厳しい傾

向にあり、最初からアフィリリンクを貼るのはNGです。

Googleは検索エンジンの前に、企業として収益をあげなくてはなりません。Googleの代

表的な収入源のひとつに adwords 広告があります。ユーザービリティの高いサイトを上位

表示させるのはもちろんのこと、できれば adwordsの提携サイトを表示させたいのです。

（これは完全に私の主観です。）



明らかにアフィリエイト目的のユーザビリティの低いサイトは、将来性がないと判断され

やすく、上位表示させたところでGoogleにはなんのメリットもないのです。

※adwords 提携サイトが上位表示しやすい訳ではありません。

Googleから評価を受けるまではコンテンツの質を向上することのみに集中してください。

私もできる限りアフィリリンクは少なくして、特定のページにのみリンクを貼るようにし

ています。

そして、最も重大な問題は、広告を貼りさえすれば成果が出ると考えていること。

この考えを根本的に変えなければ、上位表示は難しいですし、大きな成果も望めないで

しょう。

※参考までに。私が最も収益をあげているサイトは、50ページ中、3ページにのみアフィ

リリンクを貼っています。



第３章：不安をなくし、行動する

ネットビジネスでは、90％以上の方が稼げないまま終わってしまうそうです。ネットビジ

ネスは、基本的にひとりで取り組まなければなりません。「本当にこれで合っているのだ

ろうか」「この努力は報われるのだろうか」、、、様々な『不安』に直面する度に作業が

止まってしまい、やめてしまうのだろうと思います。

この章では、私が経験したSEO対策の不安事項についてご説明したいと思います。不安

について事前に認識し、「こんなもんなんだ」と楽観視できるようになれば、作業が止ま

ることはありません。誰でも継続さえしていれば、必ず成果を出せると信じています。



【１３．サイトを作ったのにアクセスがない】

よく、「サイトをアップロードしたのにアクセスがありません」という質問をいただきま

す。

そこでサイトを拝見させていただくと、未完成のサイト、売りこみばかりのサイト、ある

いは恥ずかしくて見せられないというサイトであることがほとんどです。（ご質問者様を

批判したい訳ではありませんが、とても大切なことですので記載します。誤解のないよう

にお願いいたします。）

直接こういう回答は決していたしませんが、「アクセスがないのは当たり前です。」閲覧

者様が疑問符を浮かべるようなサイトにアクセスが来たところで仕方がありません。単純

に、Googleに価値のないサイトとして判断されているだけに過ぎません。

もし、あなたが閲覧者としてネットを利用した時に、作りかけのサイト、売り込みだけの

サイトが表示されたらどうでしょう？「こんなサイトを表示させるなよ」と感じるのでは

ないでしょうか？

「立ち上げ当初はアクセス解析を見る必要はない」というのが私の持論です。時間が無駄

になってしまいますし、アクセス解析を見るたびに否定的感情にとらわれていては、作成

意欲も削がれてしまいます。

〇最初は誰であってもアクセスがこないもの



Googleの公式サイトには、「Google が検索結果のランクに手を加えてパートナー サイト

の順位を高めるようなことは絶対にありません」と明記してあります。

つまり、企業が作成したサイトでも、トップアフィリエイターが作成したサイトでも、素

人が作成したサイトでも、同様に時間がかかるものなのです。

私は初心者時代、「アクセスがないのは、まだ自分のサイトに読む価値がないだけだ」と

信じてサイトを更新していました。ですから皆さまも、今アクセスがないのだとしたら、

サイトの価値を高めることに集中してサイトを更新していってください。

次に、アクセスがくるまでの具体例をご紹介します。

【１４．アクセスが入るまでの期間】

アクセスがあるまでの実例を、私のアクセス解析を例に解説いたします。

以下の画像は、私が初めて作成したサイトのアクセス解析画面です。



このサイトは、2014年6月から作成はじめたものです。最初は全くアクセスがありませ

んでしたが、更新を続けて3ヶ月あたりから、ようやくアクセスが入り始めます。

「googleの試験期間」というのは、私がそう呼んでいるだけなのですが、Googleが様々

なキーワードでウェブサイトを試す期間のことです。

・このサイトはどんなキーワードが合うだろうか？

・実際のユーザーに見せた時、どんな反応をするか？

この期間は、運転免許センターの仮免許、路上研修のようなものです。

いきなり本試験をさせるのではなく、試しに実地演習をさせて様子をみます。ここで実力

が認められてはじめて、本試験の許可がおり、免許を取得できるようになります。私は

2015年1月に免許を取得したことになりますね。



〇半年も時間がかかるものなの？

実は、2014年はまだ被リンクの力が強く、被リンクをあまり貼らない私にとって不利な

時代でした。2014年 9月※にアルゴリズムが改正されたことにより、アクセスが入るよう

になったと見ることもできます。

※2014年 9月のアップデートにより、被リンクの重要度が大きく見直された。

現在はさらに新規サイトに優しい時代（コンテンツ重視）になっています。もっと早くア

クセスを獲得できるようになりました。2015年12月に立ち上げた私の新規サイトは、全

くリンクを貼らない状態で、2週間目にアクセスが入っています。

希望するキーワードによっても異なりますが、これから初めてサイトを立ち上げる方は、

2～３ヶ月目を目安に更新を続けていきましょう！

〇上位表示後の利点

上記のプロセスで上位表示する最大の利点は、自分のサイトと関連性の強いユーザーが集

まることです。サイトの内容に興味関心の強い閲覧者様をGoogleが選定して連れて来て

くれます。滞在時間も長く、紹介する商品（アフィリリンク）にも肯定的な反応をしてく

れるでしょう。

【１５．ペナルティを正しく認識する】



Googleの方針に反したSEO対策をしていると、罰則（ペナルティ）が課せられます。ペ

ナルティを受けると、ウェブサイトが検索圏外に飛ばされます。それがもし収益の発生し

ているサイトであれば、一瞬にして自分の収入がなくなってしまいます。

ペナルティは決して犯してはいけません！

Googleが提供するウェブマスターツールに登録しておくと、ペナルティの通知を受けと

ることができます。

ウェブマスターツール：https://www.google.com/  webmaster  s/tools/home?hl=ja

この時、Googleはペナルティを課した理由を明確に教えてくれません。ペナルティの原

因を教えることは、アルゴリズムをばらすことと同義であるからです。

「不正なリンクが認められます。」「キーワードに問題があります。」のような抽象的な

通知がくるだけなので、心あたりのある原因を自分で考えて対策しなければなりません。

対策完了後、Googleに再審査をリクエストし、ペナルティの原因が解決できているか？

を確認してもらいます。

例えば、有料被リンクサービスで100件の被リンクを受けていた場合、100件すべての被

リンクを外すか、リンクを非承認する必要があります。

〇原因が解決できた場合

原因の解決が認められた場合は、ペナルティが解除され、サイトの評価が見直されます。

被リンクで得ていた分の評価がなくなり、ペナルティ以前の検索順位よりも低下します。

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja


また、『前科もちのサイト』としてマークされるため、通常のサイトよりも評価が上がり

にくくなってしまいます。

私の先生にあたる人によると、「ペナルティを課せられたサイトが再び収益が入るように

なるまでには半年必要」とのことでした。

〇原因が解決できない場合

業者やツールによって被リンクを増やしている場合、全ての被リンクを解除することが非

常に困難です。原因が解決できない場合、ペナルティは解除されません。

事実上、その後いっさいの検索結果に表示できなくなってしまいます。別のドメインを取

得し、サイトを１から作り直す（あるいはリライトして載せ換える）しかありません。

〇ペナルティ解除の注意点

ペナルティの通知がきたら、ありとあらゆる原因を検討し、全てをまっさらにした状態で

再審査をリクエストしなければなりません。Googleが目視検査をすれば、何でもつつぬ

けに分かってしまいます。超一流のウェブ企業に対して、中途半端にしらばっくれても無

駄なのです。

Google職員は忙しく、１回目の対応で非承認になると、３週間以上は連絡がとれなく

なってしまい、当然、その間ペナルティが解除されることはありません。



【１６．ペナルティなど怖くない！】

〇私のペナルティ経験談

実は、私もペナルティを受けた経験があります。初心者時代に作成したサイト※で、コン

テンツの質には自信があったものの、勧められた有料被リンクを受けていました。

※先程のアクセス解析画面のサイトです。

そのサイトの１日あたりの訪問者数は 800～900ほどで、当時の唯一無二の収入源でした。

ペナルティの通知が来たときは大変驚きました。ペナルティの怖さは常々聞いていました

ので、大げさでなく発狂したように焦ったのを覚えています。

半年以上をかけて遊びもせずコツコツ更新していたサイトです。すべての時間と努力を一

瞬にして奪われたような絶望感を味わいました^^;

当時は十分な知識もなく、すぐに“しらばっくれて”再審査をリクエストしました。当然ペ

ナルティは解除されることなく、次回の対応は少なくとも3～5週間後になるだろうと返

事が返ってくるだけでした。

「終わった．．．ハローワークに行かなければならない．．．」

しかし、アクセス解析を見てみると、アクセス数は減っていないばかりか、何事もないよ

うに収益も入り続けたのです。ペナルティ解除までに１か月半かかり、60件以上の被リ



ンクをはずしたにも関わらず、何の影響もありませんでした。

ここから私が学んだのは、サイトの質さえ高ければペナルティなど怖くないということで

した。

Googleはユーザーが必要としているサイトを上位表示させたいと考えています。ですか

ら、価値のあるサイトをペナルティで圏外に飛ばすことは、ユーザーにとって不利益であ

り、Googleもそれは望んでいないのだろうと思います。

考えてみれば、アルゴリズムは一般公開されていません。現実世界で考えてみると、法律

が国民に公開されていないのです。ですから、“ちょっとした違反”であれば、注意喚起て

いどで済むのだろうと思います。

また、被リンクを外した後も順位が変動しなかったことに関しては、私のサイトが『リン

ク数』ではない項目で評価を受けていたからだと考えています。評価の大半がリンク数に

よるものであれば、リンクが減った分、順位が落ちるハズだからです。



第４章：更新通知

ウェブサイトやブログを作成したら、Googleに対して自分の存在、状況を知らせる必要

があります。何億とあるウェブサイトの中から自分のサイトを見つけてもらうために、更

新通知を活用しましょう。

【１７．feach as google】

SEOの基本は、Googlebotに「クロール」され、「インデックス」してもらうことだと、

【クロールとインデックス】でご説明しました。



そのため、まず初めにしなければならないのは、「Googlebotに来てもらうこと」です。

Goolebotは、世界中のウェブサイトのリンクネットワークを経由してサイトを巡回して

いるため、リンクネットワークの外にある新規サイトにはGooglebotは訪問してくれませ

ん。

Googlebotを呼び込むためには、Googleが公式で提供している「ウェブマスターツー

ル」を活用します。ウェブマスターツールは、サイトを運営するにあたって非常に便利な

ツールですので、ぜひ登録をおすすめします。

ウェブマスターツール：https://www.google.com/  webmaster  s/tools/home?hl=ja

ウェブマスターツール内の「feach as google」をクリックし、更新したURLを入力するだ

けで、指定したURLにGooglebotを呼ぶことができます。

安全かつ優先的にクロールをリクエストできるので、積極的に活用してください。

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja


【１８．サイトマップ送信】

サイトマップの送信も、fetch as googleと同様にクロールを促すことができる方法です。

Googlebotは、ウェブマスターツールに登録した「サイトマップ」を定期的にクロールし

ています。

ある程度サイト記事数が増えてきたら、ウェブマスターツール内の「サイトマップ」から

登録をしておきましょう。※サイトマップの生成方法は、各サイト作成ツール、ブログ

サーバーに従ってください。

【１９．pingサーバー】

pingサーバーとは、ウェブサイト（ブログ）の更新情報を集め、最新情報をユーザーに

発信しているサーバーのことです。サイトを更新した時に、pingサーバーに情報を送る

ことで、より早く最新情報を世に広めることができます。



また、pingサーバーを経由して、クロール率を高めることが可能です。

〇 ping 送信ができるサイト　

http://www.pingzone.jp/

http://ping-taro.com/

http://pingoo.jp/

http://pingoo.jp/
http://ping-taro.com/
http://www.pingzone.jp/


第５章：ドメイン

SEO対策はドメインの取得から始まります。適切なドメインを取得し、有利なスタート

ラインに立ってコンテンツを作成していくことが、上位表示のための近道になります。

【２０．ドメイン設定】

ドメインの設定は、初心者の通る最初の難関のひとつだと思います。SEOにおいてドメ

インは非常に重要であり、ここを間違えると上位表示に時間がかかる怖れがあります。

ドメインは、できる限り上位表示させたいキーワードを意識して取得しましょう。

Googleはまず始めにドメイン（+タイトル）を見て、サイトの情報を判断するからです。



たまに、自分の名前や意味のない文字列で取得される方がいますが、ドメイン（タイト

ル）とコンテンツはできる限り一致していなければなりません。

ドメインとコンテンツに一貫性がないと、Googleがサイトをどこに上位表示させればよ

いか？混乱してしまうのです。

〇ドメインの取得例

※『対策キーワード』　→　『ドメイン』

『脱毛　クリーム』　→　『datumoucleam』

『脱毛サロン　料金』　→　『datumouryoukin』

『ダイエット　サプリメント』　→　『dayeatsupple』

できるだけ狙っているキーワードをストレートに入力します。

ドメインだけを見て、サイト内容が想像できれば尚よしです。

『dayeat』だけでも良いですが、１語では単語が表す範囲が広すぎる場合、2語で構成す

ることをおすすめします。

希望するドメインが既に取得されている場合は、類語で言い換えたり、文字を並び替えた

りといった工夫をしてください。

悩んでしまう場合は、『dayeatsupple1』 『dayeatsupple4』のように、記号を追加して取



得してもOKです。変に言い換えたり、遠ざかってしまうよりは、記号を追加した方が効

果は高いです。

〇ハイフンは入れても大丈夫？

ドメインにハイフン（ - ）を使わない方が良いという意見があります。私としてはあまり

気にしていません。パッと見でわかりにくい場合に、単語どうしを分割するために1度だ

け利用しています。

『fxtrade』⇒『fx-trade』

『seomanual』⇒ 『seo-manual』

×『fxtra-de』『seoma-nual』

また、長すぎるドメインはNG！

『dayeatsitaikataniosusumenosupplements』

ドメインが長すぎると利用者が何のサイトかがわかりませんし、余計な言葉(キーワード)

が入るので、Googleにもユーザーにも正しく認識してもらえません。

〇カテゴリー、下層ページドメイン

下層ページのドメインも、ページ内の内容を簡潔に表すように設定しましょう。

注）「entry1」「page2」「category3」のように意味のない言葉に設定してはいけません。



例：『副業情報サイト』の『アフィリエイト情報ページ』の場合

hukugyou.com/affiliate.html

『引越し料金サイト』の『相場ページ』の場合

hikkoshiryokin.jp/souba.htmlなど

【豆知識】　～プレミアムドメイン～

プレミアムドメインとは、簡潔で汎用性の高いドメインのことです。

正規の販売業者によって、異常なまでの高額で取引されています。

これを見ると、ドメイン名は簡潔で短いほど良いのでは？

と考えさせられてしまいますね。

【２１．トップレベルドメイン】

次に、ドメインの後ろにつける、トップレベルドメインを選択します。



『.com』『.jp』『.org』の部分がトップレベルドメインです。

トップレベルドメインは、そのサイトのもつおおよその意味を示す役割があります。

〇トップレベルドメインの例

このように、それぞれが持つ意味が違います。が、厳密に定義されている訳ではありませ

んので、あまり気にしなくてもOK。

ただ、個人の趣味のブログで『.biz』を使うと違和感がありますよね。逆に、情報商材サ

イトであれば、『.info』はマッチしますし、東京にあるサロンのサイトを作りたい場合は、

『.tokyo』にすると、東京のサロンを探しているユーザーにアピールできます。

人気の高いドメインは以下の3つです。

できる限り、この３つから選びましょう。

『com』　『 net』　 『jp』



『jp』ドメインは、比較的上位表示しやすいと噂されています。ひと目で国内サイトだと

分かるので、ユーザーがクリックしやすいのかな？と思っています。

〇格安ドメインはNG!

『.pink』『.xyz』『.asia』などの格安ドメインはおすすめしません。見慣れないドメイン

は、閲覧者からの信頼を得にくいからです。（上位表示している実例をまだ目にしたこと

がありません。）

【２２．日本語ドメイン】

日本語ドメインも有効です。日本語ドメインはサイト内容がひと目でわかりやすく、ク

リック率を高める一つの要因になります。

nihongodomein.jp　⇒　日本語ドメイン.jp

eikaiwakyousitu.com　⇒　英会話教室.com

日本語ドメインが登場した当初は、上位表示に有利とされ、多くのアフィリエイターが競

うように日本語ドメインを利用していました。その後、調整が行われた現在では、ドメイ

ンによる優位性は落ち着いたように思います。

日本語ドメインのデメリットとされてきたURL検索問題も、徐々に解消されており、こ

うなると、日本語ドメインを選択するかどうかは、印象の問題だと考えています。



例えばですが

http://××affillate.jp

http://××アフィリエイト.jp

若干ではありますが、英語ドメインの方が中級者向け。日本語ドメインの方が初心者向け

サイトのように感じます。（私だけでしょうか？）

もし、どうしても迷った場合は、英語ドメインをおすすめします。

【２３．中古ドメイン】

上位表示に有利とされる中古ドメインは、販売業者によって数万円～数十万円で取引をさ

れています。「新規ドメインと中古ドメインは、どちらが有利でしょうか？」というご質

問をいただくことも多いですが、Googleは年々中古ドメインを嫌う傾向が強くなってき

ています。

事実上、金銭取引によってサイトの有利不利を操作しようとする中古ドメインに、将来性

はないでしょう。私の感覚では、新規ドメインで十分です。

ただ、2016年現在も中古ドメインの有用性は確認しており、それについては認めます。

しかし、ギャンブル的な要素が強く、上位表示した理由（しなかった理由）が不明確に

なってしまいます。不確定要素を入れることにより、改善点が見えないのです。

もし、中古ドメインを活用したいのであれば、“現時点で”中古ドメインを活用して成果を



出しているアフィリエイターから直接指導をもらうようにしてください。

【２４．URL正規化】

ドメインを取得し、サーバーにアップロードをすると、URLは『wwwあり』と『wwwな

し』の２つが自動生成されます。

例：『SEO完全マニュアル.com』というドメインを取得した場合

http://www.SEO完全マニュアル.com

http://SEO完全マニュアル.com

このままですと、重複コンテンツとみなされたり、被リンクが分散してしまうので、どち

らかひとつを選ぶ必要があります。

よく、『wwwあり』と『wwwなし』のどちらを選ぶかで悩む人がいますが、SEOに影響

はありませんので、自分の好みやパッと見の印象で決めてしまって構いません。

URL正規化は、ご利用のサイト作成ツールに従うか、ウェブマスターツールから設定し

てください。

URL正規化参考サイト: http://oxynotes.com/?p=5355

http://oxynotes.com/?p=5355


第６章：SEO内部対策

『SEO内部対策』と聞くと、サイト構造や複雑なタグ、HTML、CSSなど、難しいイ

メージを持ってしまいがちです。私は、内部対策はGoogleに自分の意志を正しく伝える

ための手段だと考えています。

「私はこういうつもりでサイトを作っています。」と適切に伝え、最短距離で適切な検索

結果に表示してもらえるよう、調整していきましょう。

【２５．タイトル設定】



内部対策の中で、タイトルは最重要事項です。

ドメインと同じように、Googleはまずタイトルを見て、どこに上位表示をさせるかを判

断しています。

タイトルは、コンテンツ内容を簡潔かつ魅力的に、32文字以下で設定。また、説明的で

希望するキーワードを含むようにしましょう。タイトル作成の流れを順番にご説明してい

きます。

例：「珈琲　淹れ方」のキーワードを狙う場合

NG：　おいしい　珈琲　淹れ方（単語の羅列はNG）

OK：　おいしい珈琲の淹れ方（説明的に書く）

尚、重要キーワードを左側にもってくると、SEOに有利とされています。

改善例：　珈琲ファン必見！おいしい珈琲の淹れ方

タイトルに「これが正しい」という正解はありませんが、

『珈琲』を左に配置することで、Googleにアピールでき、『珈琲ファン必見！』と書く

ことで、「我こそは珈琲ファンである」というアイデンティティをもっているユーザー、

「これから珈琲ファンになりたい」と考えているユーザーのクリック率が上がると思いま

す。

〇サイト名をつける



次に、サイト名（愛称）をつけましょう！

サイト名をつけると、ユーザーがファンになってくれやすく、再訪問率が高まります。

「通販といえばAmazon」「オークションといえばヤフオク」のように、記憶に残りやす

くなるからです。

個人のサイトでサイト名をつける場合は、造語ではなく、キーワードを含んだ覚えやすい

形で設定しましょう。

サイト名の例：珈琲倶楽部、珈琲研究室、珈琲工房など

タイトルとサイト名は、（ - ）（ : ）（ | ）で区切ります。※どれかひとつを選択して統

一。

改善例：

珈琲ファン必見！おいしい珈琲の淹れ方 – 珈琲倶楽部（トップページ）

珈琲を酸化させない10の秘訣 – 珈琲倶楽部（下層ページ）

【オトナが惚れ込む】高級珈琲店ランキング – 珈琲倶楽部（下層ページ）

ここまでをやって、ようやくタイトルの完成です。

〇タイトル作成時の注意点


