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【これだけは知っておきたい SEO】マニュアルは、著作権法で保護されている著作物

です。本教材の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。 

 
★ 本教材の著作権は株式会社花咲堂にあります。 

★本教材の一部または全部を、複製、流用、第三者へ再配布および転売することを

禁じます。 

★この情報を使って損害が生じたとしても一切の責任を負いません。 
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■ head 内の記述方法 

head 内のコードは非常に大切ですので必ず設定してください。 

テキストエディタで HTML ファイルを開き次の箇所を編集します。赤字以外は削除、変

更しないでください。 

※HTMLファイルなどの意味が分からない方は、HPを制作したシステムやツールに

SEO設定の機能があればそれを使用して設定します。（システムは様々なものがある

為ここではふれません） 
 

 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>ここにサイト名タイトルなどを入力</title> 

<meta name="description" content="ページの説明を入力"> 

<meta name="keywords" content="○〇〇,○〇〇,〇〇〇"> 

</head> 

 
それぞれの記入例とポイントは、次のとおりです。 

まず図を見て、それぞれがどの部分にあたるのか確認しましょう。

 
 
 

<title>は非常に大切で重要なタグです。タイトルには、狙っているキーワードを必ず含

めましょう。 

例えば、「禁煙グッズ」「口コミ」というキーワードで検索上位を狙っているのであれば、



その２つのキーワード含めて作ります。 

この例では、「禁煙グッズ」の方がメインキーワードになりますので、「禁煙グッズ」を 

「口コミ」より先に配置したタイトル文にします。 

また、上図でわかるように検索結果に表示される 1 行の文字数限度に合わせて、文 

字数は 34 文字程度としてください。 

 

Meta description はそのページの説明になり、こちらにもタイトルと同じキーワードを

含めて文章を作る方がよいです。 

表示されるのは 2 行半ぐらいなので、目安として、64 文字から最大 124 文字です。 

そしてメインキーワードが 2 回程度、そして複合キーワード 1 回適度含めます。 

この加減は、自分の狙っているキーワードで検索をかけてみて、検索結果上位の HP 

を参考にするとよいでしょう。 

Meta description は、訪問者を誘導する文脈になるので、クリックしたくなるようなキャ

ッチコピーを考えましょう。 

 

ただしいくら誘導する為とはいえ、ページ内容と合致していなければ、SEO 上はマイ

ナスに働きますので、ページ内容を反映したものにしてください。 

 

そして、この<title>と Meta description は、ページごとに必ず違うものにしてください。

ホームページ全体で例えば同じ商品やサービスを取り扱っている場合が多いと思い

ますが、その為そのまま一字一句同じものをコピーしがちですが、重複コンテンツは

SEO 上マイナスに働くので、例えば、<よくある質問ページ>と<商品ページ>、<運営情

報>はそれぞれのタイトルと descripition を変えてください。 

なるべく近似しないよう頑張って考えてください。 

 

補足：Meta descriptionを設定しない場合、通常記事文頭が充てられます。 
 
 

keywords は、3 つ程度にしましょう。半角カンマで区切ります。 

ページごとに同じでも違っても構いませんが関連性があるようにします。

ちなみに、画面上には表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ キーワードの選出方法 

キーワードの選び方は非常に重要です。重ねて言いますが、もの凄く重要です。

まず、これを覚えてください。 

ビックキーワード（月間検索回 数万または 10 万以上） ,  

ミドルキーワード（月間検索回数 数千または数万以上） 

セカンドキーワード（月間検索回数 数百または数千以上） 

 
●サジェストキーワードを参考に候補を

考えてみる。 

 
※サジェストキーワードとは、検索窓下

に表示されるもので、これは、例えば図

の例で言えば、「禁煙グッズ」と検索した

時に、今、検索エンジンでこのワードで

検索された回数の多いものが出てきま

す。（図は yahoo の例です。Google の検

索窓でも確認できます） 

検索窓にキーワードを入れれば確認できます。また、下記のようなツールもあります。 

 

グーグルサジェスト キーワード取得ツール  

http://www.gskw.net/  

ヤフーサジェストキーワード取得ツール  

http://www.yakw.net/ 

 
● 次にキーワードがどのくらい検索されているのかを調べます。 

 
ネットでキーワードツールと検索すれば、検索回数を調べる事ができるツールがいく

つか出てきますが、詳細に見るなら、 

GoogleAdwords か Yahoo スポンサードサーチ（インターネット広告サービス）の中にあ

るキーワードツールがお勧めです。 

広告を出さなければ、料金はかかりませんし、分析ツールは無料で使えます。 

 

ここでは Google のキーワードプランナーを使う手順について説明します。 

http://www.gskw.net/
http://www.yakw.net/


 
 
まず、Google広告（インターネット広告サービス）に登録します。

https://ads.google.com 

（画面の説明に沿って登録してください） 

 
登録できましたら、その中のキーワードプランナーを使います。[ツールと設定]→プランニ

ング→[キーワードプランナー]をクリックします。 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://ads.google.com/


・「新しいキーワードを見つける」 「検索のボリュームと予測のデーターを確認する」それ

ぞれ、使ってみましょう。 使ってみるのが一番です。 

 

月間検索回数ボリュームや広告を出す際の出稿金額の目安などが表示されます。 
 

 

 

ボリューム 数千 でミドルキーワードといえるでしょう。 

1万～数十万はビックキーワードです。ビックキーワードで上位表示

を狙うのは、はっきり言うと難しいです。労力を含めた費用対効果を

考えれば、私なら、狙いません。 

禁煙グッズを販売しているなら、「禁煙」でなく[禁煙グッズ]でも良いでしょう。 

ビックキーワードでは、無料の情報を探している人が多く、キーワードを絞った方が購

買意欲の高い層の割合が増えるからです。 

 
補足：例で「禁煙グッズ」を出していますが、Googleの基準・審査は年々厳しくなり、現在で

はお金を払っても広告を出す事ができません。 

ですので、キーワードプランナーに「禁煙」と入れても、データーが１つも出ません。 

もしこのようにデータが全くでてこないキーワードの場合、基準で広告できないキーワード

の可能性が高い事も覚えておいてください。 

 
 

私は 2007 年頃から通販でSEOの施策を依頼したり自分で行ってきました。その頃から

現在までの変化も見てきています。 

2007年頃は今と状況が全く違い、Googleのアルゴリズムもまだ騙せたと言ってはなんで

すが、単純な事で判断されていたので、エンジニアが直接行っているSEO業者に依頼し

て、半年程ですが、「禁煙」というトップキーワードでトップページ表示できた時期があり

ました。 

今はビックキーワードはかなりの資金をかけても労力を割いても、表示できないでしょう。 

ミドルキーワードでも、まぁまぁ難しいランクです。 



そしてSEO業者を７～８件梯子して、分かったと事ですが、 

会社のページと個人のページでは、少し事情が違います。 

● Google は非営利ページを優遇 

 
会社の販売系のページより個人の情報発信型のページの方が優遇されている傾向

を感じます。 

 

コンテンツもしっかり作り、情報量、ページ数、運用年数も多い企業のページより、個

人の薄いページの方が上位にたくさん表示されています。 

なぜだろうと、SEO 業者に尋ねたところ、1 ページ（10 件ぐらい）の検索結果の中で、

企業に割り当てられるのは、１〜２件です、という返答が。 

これは実感していたので、やはりそうか、、、と思いました。 

 
Google の、「検索ユーザーに最高の情報を届ける」 という理念に関連してくると思うのです

が、販売ページより情報ページの方がユーザーに価値があるだろう、だから会社のペー

ジより、個人の消費者目線のページを優遇、そして、企業には広告枠（Google のリスティ

ング広告）でお金を使ってという意味ではないかと、個人的には推測します。 

 
という事で、扱っている商品、情報、企業か個人かで、それぞれ狙うキーワードの選

定には戦略も少しずつ変わってくると思います。 

 
この例で言えば、企業なら、同業でページ内の１〜２枠を競わなければいけない訳で

す。 

 
であれば、「メインキーワード」＋複合キーワード、で事前の月間キーワードボリュー

ム調査を行い、上位を狙えそうなキーワードでしっかりHPの初期対策（キーワードを

適切に設定）を行い表示、そして、トップページ以外のページなどでは、複合キーワー

ドを変えて流入をふやす。という戦略が考えられます。 

 
●サービス＋地域名 

 
地域名をプラスして検索される業種やサービスがあると思います。歯医者他たく

さんの業種があると思います。 

例として実際に施策したもので、「便利屋」さんがありました。 

「便利屋」は、月間検索ボリュームが14,800 のビックキーワードです。しかしこれに同じ



くビックキーワード「練馬区」の組み合わせにすると、検索ボリュームは４０になってし

まいます。競合性は高ですが、これならトップページ表示も実は簡単です。 

実際、私が手直しして、圏外だったものをトップページ上位に表示にするまで 2 週間し

かかかりませんでした。header を最適化し、コンテンツページを、キーワードを適切に

入れて 10 ページ程つくり、リンクを１つ貼ってもらって、関連サイトに相互リンクを２つ

貼っただけです。ページのライティングにはかなりの労力はさきましたが。 

 
月間検索ボリューム４０では、少な過ぎるので、「西東京市」、「武蔵野市」と近隣エリ

アのキーワードを追加します。そして「便利屋」＋「サービス名」を追加して、流入口

を増やします。 

 

地域のお客様がターゲットの場合、このサービス名＋地域名はとても良いキーワード

候補となります。 

 

 

●トップページから 3 ページ目まで、どのくらいクリック率が違うのか

3 倍×3 倍×3 倍 

弊社は物販サイトを 13 年運用していますので、その間  

最上位ではトップページの 3 位、 振るわない時は4 ページ目、そして圏外まで様々経験

しています。 

 
1 ページ目の上位 3 位迄は、1 ページ目の3位以下の 3 倍のアクセス 

1 ページ目は 2 ページ目の 3 倍のアクセス 

2 ページ目は 3 ページ目の 3 倍のアクセス 

4 ページ目は期待値がゼロに近づいていく

と考えておいていいと思います。 

 
1 ページ目上位（1000 アクセス）なら 

1 ページ目下位（330） 

2 ページ目（110） 

3 ページ目（40） 

とういう感じになります。 

 
月間検索ボリューム数と、表示できそうな順位位置の兼ね合いで戦略を考えていくう

えでの目安にしてください。 



■コンテンツの作る上での注意事項 

 
●キーワードを適切に含める 

 
各ページに、メインキーワード、複合キーワードを文中に含めてください。

ページ内の文章の始めの方に入れておきましょう。 

 

キーワードの出現比率は 5%前後が良いと言われています。詰め込み過ぎはスパム

扱いされかねないので注意してください。5%を超えない程度でいいと思います。 

キーワード出現率チェッカーなどを利用して測ります。

http://ohotuku.jp/keyword_ratio/ 

 

 

●不自然な文章は NG 

 
自動文章作成ソフトなどを使った不自然な文章は絶対やめましょう。今のアルゴリズ

ムには見抜かれます。 

ユーザーにとって有益な情報を書かなければ、意味がありません。 

ユーザーにとって有益な情報を書くことが、滞在時間や回遊率、リピート率などをあげ、

自然と SEO 対策になります。 

 
●文字数 

 
短すぎず、長すぎず。 

500 文字以上 2000 文字程度と言われる事が多いです。 

Google が質の方が数量よりも重要ですと言っているので、それほどこだわる必要はない

ですが、500 文字以下で、質のよい内容を伝えられるかというと少し難しいと思われま

す。また、現在ではスマホユーザーが非常に増えている事を考えると、あまりに長い

文章も敬遠されると思います。扱っているジャンルによってもユーザーの求めるもの

は変わってくるので、ユーザー目線で考える事になりますが、大体は上記の文字数で

収まると思います。 

 
●文法を正しく 

 
検索エンジンはコンピュータですので、分かりやすく、すっきりとした方が好まれます。 

 
具体的にどういう事かと言いますと、デザイン部分はｃｓｓ、文章は html に別ファイル

http://ohotuku.jp/keyword_ratio/


に分けて書く。 

javascript や CSS を html 内に定義しているなら、別ファイル分けるなどです。 

 
※専門の勉強していなければココは分からないと思うので、読み飛ばしてください。 

 

●見出しタグの順番について 

 

<h1>大見出し 

<h2>中見出し 

・・文章が入る・・ 

<h3>小見出し 

・・文章が入る・・ 

<h4>さらに小さい見出し 

・・文章が入る・・ 

 
新聞や雑誌でも、大見出し、中見出し、小見出しの順にならんでいるはずです。そう

すると読みやすいし、目次だけで大体内容を予測できたりしますよね。 

アルゴリズムもこのようなところは基本的に同じに組まれていると考えてよいでしょ

う。 

（新聞でも大見出しの前に小見出しが来ていたら、読む人は悩んでしまいますよね、

検索エンジンも同じと考えてください） 

 

厳密ではありませんが、基本順番に使う方がいいです。（1ページに<h1>が１つ以上

あってもいいのですが、殆どはページタイトルに<h1>が充てられていますので、見出

しは<h2>から始めます。 <h2>の配下に<h3>を１つ以上並べても構いません。 

そして見出しタグは全部使う必要はなく、また中見出し<h2>の2つ目の見出しを作る

のもありです。（新聞や雑誌と同じです） 

 

＜その他＞ 

strong タグは多用するとよくありません。使うなら 1 ページ１つがいいです。 

画像の alt タグに画像の説明を入力してください。 

動画の title タグに動画の説明を入力してください。 

 

 

 



●キーワードに関連したコンテンツを作成し、信頼性を上げる 

 
＜運営情報（会社概要、特定商取引法）＞ 

＜お客様の声＞ 

＜Q&A＞ 

などのページは作成した方が信頼性があがります。 

そして、キーワードに関連したコンテンツ を増やしていきます 

 

●過剰なSEO はマイナス 

 
例えば、キーワードの入れ方についても、サイドメニュー（目次）などにキーワードを入

れるのは有効ですが、詰め込み過ぎは反対にマイナスに働きます。 

 
また画像などの説明の alt 要素にもキーワードを入れすぎるとマイナスになります。

また違う画像に同じ alt 文を入れるのも、気を付けてください。 

Google ウェブマスターガイドラインでは、簡潔すぎる説明（キーワードのみ例えば「ダ

イエット」）でなく、事実を適切に説明するよう書かれています） 

alt 要素にキーワードを乱発するとスパム扱いされますので注意してください。 

 

やり過ぎは検索エンジンに嫌われますので、あくまで必要、自然な形でという事です。 

 
●ページの更新を定期的に行おう 

 
やはり作りっぱなしは良くないです。ページ更新は順位維持に必要な対策です。 

最新の情報が掲載されたページ、コンテンツが充実したページの多いサイトは評価が

高いということです。 

経験上、1 か月も 2 か月も放置していると、ズルズルと下がっていく傾向があります。

ただし、ページの更新が一番面倒だと思います。 

面倒でない方法として、 

ニュース（最新情報）欄をトップページにあらかじめ設けて自分で更新。 

 

（ブログ更新しました！ 新商品入荷しました！などでもいいと思います） 

セミナーやイベント情報、臨時休業などを更新よくある質問を質問が届く

たびに更新などするなどが考えられると思います。 

 

現在は、プログラムと連動する動的なHPが主流ですので、自動更新表示されるシス



テムなどありますので、制作会社に相談してみてください 

 

そして重要な事ですが、出来るだけコンテンツページを増やしてください。 

 

 
●下がってきた検索順位を元に戻す方法 

 
順位が下がってきたと思ったら、コンテンツを作りページを 1〜３ページ追加すると、順

位が戻ってくる事が多いです。 

戻らない場合は、最近やったことに原因がないか検証します。 

なお、何の変更もしていないのに、突然圏外に飛ぶ事がありますが、何の変更もして

いないのであれば通常 2～3 日で元に戻る事がほとんどです。 

 

補足：Googleのアルゴリズムは日々調整など加えられていきます。 

ただ、年に1～2回、Googleコアアップデートといって、大きなアルゴリズムの変更があり

ます。この時には、順位がかなり大きく変動する事があります。 

この時期は慌てて施策や対策をしても、原因がGoogle側によるので、あまりいろいろ

弄るのはお勧めできません。（ページや記事を増やすのはもちろんOKです） 

 

1～数か月後に順位が元に戻る事が非常に多いです。



■これをやってはいけない！ 
 

～Google 品質に関するガイドラインより 
 
 

ガイドラインの内容を分かりやすく書き直し、対応策などを書き加えました。 

 
１． コンテンツの自動生成 

キーワードを入れると自動で文章を生成してくれるようなプログラムがありますが、

それを人間によるチェックや編集作業を得ないで公開されたもの。 

 
---編集作業を得なければ、不自然な文章になります。今のアルゴリズムはそれ

も見抜けます。 

訪問者に役にたつ、喜ばれる記事を書くという事を忘れないように。 

 
２． リンク プログラムへの参加 

自動化されたリンクプログラムへの参加 

 
---Google は自然リンクを好みます。自動化されたリンクプログラムでは、関連性

のないぺージや、内容の無いぺージとのリンク、相互リンクになる事が多く、SEO 

上マイナスになってしまいますのでやめておきましょう。 

また、アダルトサイトやキャッシング、ギャンブルのサイトなどと相互リンクしたり、

リンクを貼ったりすると大きく順位を下げることになります。 

 
---リンクが必ずダメな訳ではなく、被リンクは SEO 上今でも重要な要素ではあり

ますので、リンクを貼ってもらうのであれば、関連性のあるページにします。 

相互リンクなら、きちんとそのページが運営されているか、関連があるのかを確認

して、相互リンクしましょう。 

 
３． オリジナルのコンテンツがほとんどまたはまったく存在しないページの作成 

 
---他人の記事をコピーするのは、やめましょう。これも今のアルゴリズムは見抜

きます。 

記事を引用する場合は、引用元のリンクを貼り、オリジナルの見解や補足などを

加えましょう。 



 

４． クローキング 

クローキングとは、人間のユーザーと検索エンジンに対しそれぞれ異なるコンテン

ツ URL を表示することで、Google は明確にこれを禁止しています。 

 
---意図せずに行ってしまうクローキングとして、多言語表示での振り分けや、PC 

用のページとモバイル用のページを別々に作って置き、アクセス元により振り分け

るなどの例が考えられますが、意図せずに行ったものも違反になってしまうのか

心配になりますが、 

Google は、『訪問者のアクセス元 IP アドレスや言語設定に基づいて、その国・言語

に最適なコンテンツページへ誘導するのは問題ない』『モバイルデバイスからのア

クセスにモバイル用コンテンツを表示するようリダイレクトするのも問題ない』。と

言っていますので、これは問題ありません。 

偽装工作的なクローキングを禁止しているという事です。 

 
５． 不正なリダイレクト 

最初にリクエストされた URL とは別の URL に移動させることです。 

 
---正当な理由がある場合は大丈夫です。たとえば、サイトを新しいアドレスに移

転した場合リダイレクトするなどは大丈夫です。 

不正なリダイレクト（騙すような）リダイレクトはダメという事です。 

 
６． 隠しテキストや隠しリンク 

テキストを背景色と同化させて隠すなどの行為。 

キーワードやリンクが閲覧者から⾒えないようにすることは禁⽌されています。 

 

７． 誘導ページ 

誘導ページにより、類似する複数のページが検索結果ページに表示され、どの検

索結果からも同じ内容のサイトやページにユーザーが誘導されるため、ユーザー

の利便性が妨げられるような場合。 

 

例） 

１）特定の地域や都市を対象としたドメイン名やページを複数持ち、それら

のドメインから 1 つのページにユーザーを誘導するもの 

 
２）サイト内のあるコンテンツページにユーザーを案内することを目的として

生成されたページ 



 
３）サイト内における階層が明確に定義されていないため構造としては検索

結果の一覧に近い、内容が類似する複数のページ 

 

-------商売をしているなら、ある意味誘導というのは必要な訳です。 

ですから誘導ページが違反とういなら、困った事になりますが、ユーザーを困らせ

るような作り方は違反だと言っているのです。 

関連するページへのリンクを貼ることは、ユーザーに利便性が高いはずなので、

これと誘導とは意味合いを分けて考える必要があります。 

 
上記の例の 1 番目は同じ内容であるのにドメイン違いで分けて、結局は一箇所に

誘導しているので、違反です。 

 
2 番目の例は、ユーザーの利便性を考え、常識的な範囲で行うのであれば問題な

いはずです。これがサイト内の何処を回遊していても、1 か所のページに誘導され

るという場合は、明らかにペナルティです。ユーザー目線で考えれば違反になるよ

うな作り方を避けられます。 

 
3 番目の例の対処法は、類似する内容のコンテンツを作らない事です。 

そしてサイト内における階層が明確に定義されていないとは、検索しにくく、整理さ

れていない状態は、検索エンジンに嫌われるので、ページが増えきたら、またその

ように大きく育てる計画が先にあるなら、カテゴリごとにフォルダを分けて、階層構

造で HP を組み立てて行くのは SEO 上有効です。 

ページが増えそうなら、SEO 階層構造 というキーワードで検索を掛けてみて下

さい。作成の仕方が学べます。 

 

８． コンテンツの無断複製 

-----３と同じなので参照ください。 

 
９． 十分な付加価値のないアフィリエイト サイト 

 
１０．ページへのコンテンツに関係のないキーワードの詰め込み 

 

 

上記に書いてあることは、検索順位が大幅に下がったり、スパム行為としてペナルテ

ィが課せられる可能性がありますので、やめましょう。 

 



■内部リンク 

●ページ内にアンカーテキストリンクを貼る 

効果が期待できるのは本文中にテキストで貼る内部リンクです。 

トップページ作成のときに決めたキーワードを入れた文章で、下層ページをからトップ

ページや重要なページへリンクを貼ります。 

下図に例を示します。紫色の字がリンクを貼った文字（アンカーリンク）です。 
 

ユーザビリティを考慮し、関連性のあるページへ内部リンクを設置するようにしてくだ

さい。 

 

● アフィリエイト（リンク）は Google の評価を下げるのか？ 

Google ガイドラインでは、十分な付加価値のないアフィリエイト サイトを評価しないと

言っているのであって、アフィリエイトリンクがいけないと言っている訳ではありませ 

ん。 

例えば、ある分野の情報を発信しているサイトで、関連するお勧め本のアフィリエイト

リンクを貼ったとします。これはユーザーから見れば、便利です。 

 
Google 社員の John Mueller（ジョン・ミューラー）が次のようにコメントによれば、リンク

がアフィリエイトリンクであること、つまり最終地点がどこであるかはたいして問題にな

らない。という事です。 

 
ただ心配ならば、rel="nofollow"タグを付けます。 

例）<a href="http://●●●/" rel="nofollow">●●/<a> 

それから、あまり多すぎるアフィリエイトリンクは避けた方がよいでしょう。 

 

 
 



■外部リンク 

外部対策とは、外部から WEB サイトの評価を高めるための施策を言います。被リンク

はクローラーの巡回を促すので重要になってきます。 

 
ただし、Google は、被リンクを作為的に増やすことに対して非常に厳しく取締りを行な

っています。ペナルティと言われるものです。 

ですから、被リンクは、ナチュラルな形で増えることが重要になります。 

 
● どうやって被リンクを増やすか？ 

 
知り合いやお客さんに WEB サイトを持っている人がいれば、その人に頼んで被リンク

を貼ってもらう。この施策は大丈夫です。 

アンカーテキストで貼ってもらうのがベストです。 

ページのタイトルをアンカーテキストにしてリンクを貼ってもらえるといいと思います。 

 
後は関連性のあるサイトに地道に相互リンクを申し込むなどです。 

 

その他に、YouTube などの動画投稿サイトに自社の宣伝動画等を投稿し、説明欄に

URL を掲載して被リンクを増やすなどはどうでしょうか？ 

rel="nofllow"タグが自動的につくので、外部リンクにはなりませんが、ソーシャルシグ

ナル（アクセス）を集めることにより、結果的に上位表示の役には立ちます。 

 
ヤフー知恵袋や、はてな、OKWave などネットの Q&A サービスを利用して、自分の得

意分野などで回答し、その際に、関連性のある自分の HP のURL を併せて記載して、

被リンクを得るのはどうでしょうか？ 

これも、rel="nofllow"が自動で付く為、被リンクにはなりません。

また、自作自演になりかねないので、かなり微妙なラインなので、

面倒ですしオススメできません。 

 
テキスト広告はどうでしょうか？ 

「お金を払ってリンクを買う」事になるので、Google のガイドラインに沿ってないので評

価されないようです。 

純粋に広告として、広告からのアクセス流入目的で使うと考えれば、利用する価値が

あると思います。ただ被リンク効果は期待できません。 

 
被リンクを買う場合はどうでしょうか？ 

これはSEO 業者に依頼すると昔はだいたいこの施策になります。私もSEO 業者を７社は



しごしましたので有料の被リンクを買った事があります。しかし、結果は上がりもせず、

下がりもせずと言ったところでした。 

ちょっとだけ有料（人工）リンクを付けたところで対して順位に影響はないです。 

人工リンクを検出され順位を落とされると、付けたリンクをはずさない限り復活は難し

いです。 

SEO 業者を解約すると、被リンクを外されて、一気に順位が下がるのではないかと心

配になるかと思います。 

経験上、何度も解約していますが、順位がそれほど下がった事はなかったです。 

どちらかというと、HP を 1 か月も２か月も放置していると、ずるずると下がってくるとう

いう事の方が多いです。 

 
結論から言うと、いつ検索エンジンからペナルティをうけるか分からないような手法を

とるより、コンテンツの充実を計った方が確実です。 

役立ち系のコンテンツなどがお勧めです。 

 

 
自分が記事を書く場合を想像してみて下さい。 

 

引用元としてリンクを貼ろうと思う時というのは、面白い記事だからというよりも、これ

について説明するのや、自分で書き上げるのは面倒なので、「ここを参照してね」って

いう意味でリンクする場合が多いはずです。 

なので、役立ち系の記事の方がリンクを貼ってもらえる可能性は高くなります。 

実体験に基づいたものなども、引用する価値があれば、その元の本人しか書けない

のなのでリンクを貼ってもらえる可能性が高くなるでしょう。 

 
ポイントとしては、 

・丁寧に作られている 

・専門性がある 

・結論を言っている 

・ターゲットがはっきりしている 

・文字ばかりでなく、画像や動画でわかりやすくなっている

ものが好まれます。 

作成に手間のかかった分、そういったものは引用した方が楽なので、リンクされやす

いという事になります。 

 
せっかくつくったコンテンツには、ソーシャルボタン、Facebook なら[シェア]や[いいね] 

ボタンなどを設置しておきましょう。被リンクにならなかったとしても、アクセス向上に

はつながります。 



● ディレクトリサービスは有効か？  

今現在、ほぼ無くなっていると思います。2018年3月ヤフー、ディレクトリ型検索サービ

スも終了しました。当時かなり高額だったような記憶か。覚えてません。 

 
 

●発リンクについて 

発リンクは、そのページに関連性のある、またユーザーの利便性を考え、良質なサイ

トの発リンクを貼るようにします。 

 

■その他 

■ Facebook 

作成したページに、[いいね]や[シェアボタン]を設置しましょう。

こちらから 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

（分からない場合は制作会社に依頼しましょう） 

 

■ youtube の動画 

youtube で動画をアップしてホームページに埋め込むこともおすすめです。

動画説明の title タグは設定しましょう。 

 

 

 

 

その他、サイトマップ作成や送信、アクセス解析（GoogleAnalytics、SerchConsole）などが

ありますが、かなり専門的で細かい内容になる為、割愛します。



以上になりますが、これだけで、キーワードによっては、上位表示が短期間でも可能

です。 

 
後はコンテンツ作成、ナチュラルな比リンクを集める事になりますが、こちらは少しず

つ行っていくしかありません。 

ある程度の知識があれば、悪徳 SEO 業者にひっかかる事もないでしょう。

せっかく作ったホームページですから、多くの人に見てもらいましょう。 

健闘を祈ります。 
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