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 今月になって、知り合いから立て続けに「コンピュータウイルスに感染してしまった！？」という相談を受けました。よ

くよく様子を聞いてみると、実際にはウイルスではなくどちらも「アドウェア」と呼ばれるものでした。直接的な悪さはし

ないものの定期的にポップアップを表示したり、手の込んだ偽装画面で請求・支払のプレッシャーを与える、いわば

ネット版「振り込め詐欺」みたいなものです。最近のコンピュータウイルスは以前のメール感染から、Web サイト閲覧

による感染に経路が変わってきているようですので、みなさんも気をつけてくださいね。 
 

こんにちは、ピーシー・ブレインの高山です。 

 

さて、ホームページの活用方法を中心とした「WEB マーケティングのヒント」というタイトルで、お役に立つ情報をお届

けいたします。 

今月のトピック 
  

SEO 対策の基本と実践 
   

 

 

 

 

 

 

 

☆今月のメニュー 

 

□今月のトピック 
楽天に中小企業向け地域

活性化対策サイト登場 

 
□活用講座 

SEO 対策の基本と実践 

～ Google が教える検

索エンジン最適化 

 
□今月の困った 
メールが送信できない・・・ 

 

□お知らせ 
SEO 診断レポートサービス 

ホームページ活用講座 

SEO 対策の基本と実践 

 SEO 対策のメリット 
 検索エンジンの評価要素 
 SEO 対策の限界 
 独自で、適切なページタ

イトルをつける 
 ナビゲーションを容易に

する 
 見出しタグを適切に使う 
 Google が教える検索エ

ンジン対策 
 

■楽天に中小企業向け地域活性化対策サイト 

大手ショッピングモールを運営する楽天は 6 月

22 日、中小企業の地域産材料・食材を使った

商品の特集ページ「地域の逸品発掘プロジェク

ト！」を楽天市場内にオープンしました。  

このプロジェクトは、中小企業庁と中小企業基

盤整備機構の中小企業向け地域活性化施策

として、中小店舗の販路開拓を楽天がタイアッ

プする形で支援し、楽天市場内の「まち楽」の

特設ページとして運営されます。「まち楽」は、

楽天市場で取り扱っている日本全国各地の特

産品を紹介し、地方を元気にするための企画と

して、都道府県や市の“まち”単位にスポットを

当て、各エリアの魅力ある商品やスポットを紹

介しているもので、以前からもあります。 

今回の特集ページに掲載されている店舗は、

事前に実施された「地域の逸品コンテスト」に

て選出された店舗で、既存店舗 14 店、新規店舗

15 店が選ばれています。  

■関連情報 

・地域の逸品発掘プロジェクト！
http://event.rakuten.co.jp/area/special/chushokikou/ 

・地域資源活用チャンネル(中小企業基盤整備機構) 
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/ 

 
今回は、問合せの多い SEO 対策

について、その基本と実践につい

て取り上げます。 
 
▼SEO 対策で得られるメリット 
SEO 対策によって検索結果の上

位に表示されることで、次のような

メリットを得ることができます。 
 
 アクセス数がアップする 
 見込み度の高い訪問者が増え

る 
 検索エンジン連動広告の効果

がアップする 
 
▼検索エンジンの評価要素 
 検索エンジンは、利用者にとっ

て適切な検索結果を返答すると

いうミッションを持っています。 
 この適切な検索結果をいかに探

し、提供するかということに、日夜

研究・努力・試行を行っています。 
 SEO 対策というと「被リンク」を

増やすことだと捉えてしまう人もま

だまだ多いのですが、これは検索

エンジンにとっては２００以上ある

評価要素の一つにすぎません。 
 現在の検索エンジンは、ホーム

ページの内部要因、外部要因の

大きな２つの要因について、テー

マ、テキスト、リンクの各要素で、

評価をしています。被リンクはこ

のうちの外部要因の一要素に過

ぎないのです。 
内部要因、外部要因の双方のバ

ランスの取れた対策が必要です。 
 
▼SEO 対策ではできないこと 
 SEO 対策は、あくまでもアクセス

アップの手段の一つです。 
 アクセスが増えたことによって問

合せ、売上などはたしかに比例す

るかも知れませんが、反応率や

成約率などを改善するものではあ

りません。ですので、例えばもしあ

なたのホームページの課題が反

応率の低さにあるのであれば、

SEO 対策の前に見直すべきこと

があります。 
ちょうど、お風呂を満たすのに栓

をしないで蛇口を開けても湯はた

まらないと同じ理屈です。 
 
11 月のニュースレターではトピッ

クとして取り上げましたが、検索エ

ンジン大手の Google が SEO 
向けのガイドとして、「Google 検
索エンジン最適化スターターガイ

ド」を提供しています。 
 
この後ここでは、その内容をピック

アップして、独自の事例なども加

えて解説します。 
 
いま持っているホームページに適

用して SEO 対策を実施する、リ

ニューアルの際の SEO 対策の見

直しとして役立てるなど活用してく

ださい。 
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独自で、適切なページタイトルをつける 
    

ナビゲーションを容易にする 
   

今回紹介する「検索エンジン最適
化スターターガイド」とは別に、
Google では「ウェブマスターの
ためのガイドライン」も提供してい
ます。 
ここでは、大きく次の３項目につい
て説明されています。 
 
 デザインとコンテンツに関するガ
イドライン 
 技術に関するガイドライン 
 品質に関するガイドライン 
 
例えばデザインとコンテンツに関
するガイドラインとして、 
 
 ページ内のリンク数は１００未満
に抑える 
 サイトマップのリンクが１００を超
えるときにはサイトマップを分割
する 

 
などが、 
品質に関するガイドラインでは、 
 
 コンテンツに関係のないキー
ワードをページに記載しない 
 複数のページ、サブドメイン、ド
メインで同じコンテンツを公開し
ない 

 
等について記載されています。 
 
検索エンジンから認識されなくな
る、順位が下がるなどのペナル
ティは、このガイドラインのいずれ
かに反している場合ですので、
SEO 業者などに対策を依頼する
方は確認しておいた方がよいで
しょう。 
 

・ウェブマスターのためのガイドライン 
http://www.webquick.jp/c/wmgl.html 

 

ホームページの各ページにはそれ

ぞれ「タイトル」を設定することがで

きます。 
 
タイトルとは、ホームページにアク

セスしたときにブラウザの最上部

のバーに表示される文字列です。

ブックマークしたときの見出しにも

なります。 
 

 
 
また、検索結果ページには、このタ

イトルが通常は最初の行に表示さ

れます。 
検索キーワードに一致する語句が

タイトルに含まれている場合には、

その語句が太字になります。これ

によって検索者は、そのページが

検索キーワードに関連しているか

どうかを直感的に把握しやすくなっ

ています。 
 

 
 
検索エンジンでは、ホームページ

のそのページのトピックが何である

かを伝える情報源として、ページに

はそれぞれ固有の独自なタイトル

をつけることを期待しています。 
 
また、ページの内容を適切に表現

していることが必要です。本文との

関連性が薄いページはどうしても

評価が低くなります。 
※ページを分割するひとつの基準

は、このタイトルの関連性です。 
 
トップページのタイトルには、ホー

ムページ名や企業名に加えて、所

在地や取扱商品などの重要な情

報を含めることができます。 
 
また、トップページからたどってゆく

深い階層のページのタイトルにつ

いても、同様に各ページの内容を

適切に表現していることが望まし

いです。また、ページ見出しに加え

てホームページ 名もタイトルに含

めると良いでしょう。 
 

 
 

 
 
▼良いページタイトルの付け方

(「Google 検索エンジン最適化ス

ターターガイド」より) 
 
・ページ内容を適切に記述する 
 - ページの内容を効果的に伝える

タイトルを選びましょう。  
★注意点 

- 内容に無関係なタイトルは付

けない 
- 「無題」や「ページ 1」のような

曖昧、もしくは初期設定のまま

のタイトルにしない 
 
・各ページに固有のタイトルを付け

る 
 - それぞれのページには固有のタ

イトルが付いていることが理想

的です。各ページがそれぞれど

う違うのか Google の検索エン

ジンがより良く理解する手助けと

なります。 
★注意点 

- サイトの大部分のページ、ある

いはすべてのページに同じタ

イトルを使わない 
 
・簡潔で説明的なタイトルを付ける 
 - 短くてもページの内容がしっかり

伝わるタイトルを付けるように心

がけましょう。タイトルが長すぎ

ると、検索結果にはその一部し

か表示されません。  
★注意点 

- ユーザーのためにならない、

極端に長いタイトルは使わな

い 
- title タグに不要なキーワード

を詰め込まない 
※Google の検索結果にはタイト
ルは 30 文字程度までしか表示さ
れません 

ホームページのナビゲーションは、

サイト訪問者が速やかに目的のコ

ンテンツにたどり着けるようにする

ために重要です。また、検索エンジ

ンにとっては、どのコンテンツを重

要と考えているのかを判断する材

料になります。 
 
すべてのホームページには「トップ

ページ」が存在します。このページ

は多くの場合、最も頻繁に訪問さ

れ、サイト訪問者にとってページ閲

覧の基点となります。 
訪問者がトップ ページ からより詳

細な内容のページにどのようにた

どり着くのかをしっかりと考える必

要があります。 
 
例えば、あるトピックに関するペー

ジが複数あり、さらにそれらについ

て説明するページが存在するよう

なホームページの構成であれば、

次のようなナビゲーションを考えま

す。 
 トップページ→関連トピックのリス

ト→特定のトピック  

 
▼良いナビゲーションの作り方

(「Google 検索エンジン最適化ス

ターターガイド」より) 
 
・自然な階層構造を作る 
 - 一般的なコンテンツからより詳細

な目的のコンテンツに、できるだ

け簡単に移動できるようにしま

しょう。必要であればナビゲー

ションのページを追加し、サイト

のページ間を移動しやすいよう

にしましょう。  
★注意点 

- 例えば、すべてのページ上に

サイト内にある他のあらゆる

ページへのリンクを掲載する

ような、複雑に絡み合ったナビ

ゲーションを作らない 
- コンテンツを細かく分割しすぎ

ない 
 
・ナビゲーションはできるだけテキ

ストにする 
 - サイトのページ間をつなぐナビ

ゲーションの多くをテキストのリ

ンクにすると、検索エンジンがク

ロールしやすく理解しやすいサイ

トにすることができます。多くの

ユーザーもテキストリンクを好み

ます。特に Flash や 
JavaScript に対応していない

機器からアクセスするユーザー

は、この方法を好むでしょう。  
★注意点 

- ナビゲーションをドロップダウ

ン メニューや画像、アニメー

ションのみで作ることは控える 
 
・「パンくず」 リストを使う 
 - パンくずリストとはページの上部

か下部にある、内部リンクを 1 
列に並べたもので、これを使え

ばユーザーはひとつ前の階層や

トップページに素早く戻ることが

できます。多くのパンくずリストは

最も左にトップページをおき、詳

細なセクションに入るたびに右側

に伸びていきます。 
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見出しタグを適切に使う 
   

Google が教える検索エンジン最適化 
   

 

【困った】メールが送れない・・・ 

   

見出しタグは、元々ホームページの構成・文章

構造を表すために使われます。最も重要であ

ることを示す <h1>(＝見出し１) から順に、

<h6>(＝見出し６) まで、6 種類のサイズが定

義されています。 
 
この見出しを使って、例えばニュース記事を含

むようなページでは、<h1> タグにサイトの名を

（例：「NIKKEI NET」）、<h2> タグには記事のト

ピックを書いたり、商品紹介ページでは<h1>
に商品名、<h2>に機能、仕様、サポート等の

情報項目を書くことが一般的です 
 
複数の見出しタグを使い分けてコンテンツに階

層構造を持たせると、ユーザーがページを読

み進めやすくなります。これは同時に検索エン

ジンにとっても情報を的確に伝えることができ

ることを意味します。 
 
▼良い見出しタグの付け方(「Google 検索エ

ンジン最適化スターターガイド」より) 
 
・アウトラインを書くことを想像する - 目次を作

るように、そのページのコンテンツの何が主要

なポイントで次に何が重要なのかを考え、見出

しタグを使うのに適切な場所を判断しましょう。  
★注意点 

- ページ構成とは関係なくテキストを見出し

タグで囲むことはしない 
- <em> や <strong> の方が適切だと思わ

れる箇所で見出しタグを使わない 
 - 見出しタグのサイズの使い分けを不規則

にしない 
 
・ページ全体を通して見出しタグは慎重に利用

する - 見出しタグは使用する意義がある場所

で使いましょう。見出しタグがページ内に多す

ぎると、ユーザーにとってコンテンツが読みづ

らくなり、 ひとつのトピックがどこで終わって次

のトピックがどこから始まるのかわかりにくくな

ります。  
★注意点 

- ページ内で見出しタグを使いすぎない 
- ページにあるすべての文章を見出しタグに

入れない 
- 見出しタグを構造を示すためではなく、ス

タイルを整える目的で使用しない 
※<h1>タグはページの中で１度だけ使えます 

実は最近このパターンが増えてい

ます。メールの受信は OK で送信

だけできない、といった症状で、昨

日までは OK で今日から急に

NG になってしまったという感じの

現象です。 
これはプロバイダ（ISP）が、迷惑

メール対策の一環として行ってい

るメール送信に関する設定変更

が影響しています。メール送信で

利用する従来の「ポート」と呼ばれ

る通信経路を遮断して、新しい

ポートを利用するように変更する

ためで、そのままでは送信できな

くなってしまうのです。 
変更の際には必ず事前にアナウ

ンスされますので、怪しいと思った

ら確認してみてください。 
なおその際には、OP25B
（Outbound Port 25 Blocking)
とう用語を探してみてください 
 
(例)OCN の場合 
http://www.ocn.ne.jp/mail/info/o
p25b/ 

弊社サーバーサービスの WEB-
KOMON 会員からのお問い合せ

の中でも比較的多いのがメールに

関するトラブル相談です。 
 
今回はその中での 
「メールが送信できない」 
という問題について解説します。 
 
メールソフトの設定は、一度行って

しまうと、メールサーバーを引越す

る、PC を新しくするなどの事でもな

い限り繰り返し行うことはありませ

ん。また、本人に代わって別のス

タッフが設定することも多いので、

ひとたびトラブルになると原因も理

由もよく分からないものです。 
 
この「メールが送信できない」という

現象では、たいていの場合次の３

つの原因に分類されます。 
 
① サーバーがダウンしている 
② 回線・ネットワーク障害 
③ プロバイダの設定変更 

 
まず、①についてですが、ダウン

の理由が故障ではなくメンテナン

スというケースもあります。いずれ

にしても復旧を待つ必要がありま

すが、よほど格安のレンタルサー

バーで対応が悪い業者を除けば

数時間程で回復するはずです。 
 
次に②については、社内ネット

ワーク、回線業者など複数の

チェックポイントがあるので厄介で

す。ブラウザで Yahoo!や大手企

業など比較的安定しているホーム

ページにアクセスできなければ、

ネットワーク関係の原因であると

考えられます。 
また、意外に多いのが社内の

「ルーター」のトラブルです。電圧

変動や落雷、瞬断により動作異

常を起こすことがあります。この

場合は一度電源を落とし再起動し

て様子を見ます。 
 
そして③についてです。 

 

誌面の都合で、一部しか紹介することができま

せんでしたが、「Google 検索エンジン最適化

スターターガイド」では、他にも有効な対策が

紹介されています。 
 
 例えば、次のような内容です。 
 
 "description" メタ タグを活用する 
 URL の構造を改善する 
 質の高いコンテンツとサービスを提供する 
 より適切なアンカー テキストを書く 
 画像の利用を最適化する 
 robots.txt を効果的に使用する 
 正しい方法でサイトを宣伝する 

 
これらには、HTML の記法やサーバー設定に

関する知識を前提としたものも多く含まれてい

ますので、残念ながら一般の方が見てすぐに

理解できる内容にはなっていません。 
ですが、検索エンジン側がどんなことをポイン

トとして考えているのかが分かりますし、また

ホームページ制作会社や SEO 対策業者と取

引をする際にも有効な情報となります。 
 
この「Google 検索エンジン最適化スターター

ガイド」は、次の場所で閲覧することができま

す。(PDF 形式) 
 
http://www.webquick.jp/c/google-guide.html 

 
 
▼あなたのホームページの SEO の実力は？ 
 
このように、SEO 対策について具体的に取り

上げてみましたが、現在のホームページがど

のような状態になのかを把握しておくこととが

重要で、まず最初にすべきことです。 
さらに対策の効果や対策すべきポイントを確認

するためにも、定期的に SEO 対策状況を把握

するようにしましょう。 
 
【参考】SEO 診断レポートサービス 
※詳しくはお知らせをご覧ください 

※このセクションは HTML に関する知識を要する内容になっています。 
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お知らせ 
■SEO 対策の第一歩、あなたのホームページの SEO 実力を診断しませんか？ 

SEO 対策に悩んでいる、対策したいのだが具体的にどうすれば良いかが分からない・・・そんな悩みをよく耳にし

ます。SEO 対策を効率的に進めていくためには、闇雲に何かをやってみるのではな

く、まずは何より“現状分析"して状況をしっかりと把握することが大切です。 

このような悩みを持っていませんか？ 

 いろいろな努力を重ねて SEO 対策に取り組んでいるのに、順位がなかなか

上がらない。 

 現状、どういう対策を取るのが一番有効なのか？弱い部分はどこなのか？ 

 SEO 対策としてどの程度完成しているのか？ 
 

私たちは制作の際に SEO 対策を実施する前には、必ず現状分析を行います。 

このレポートを手に入れて、あなたも次のようなメリットを手にしてください 

 現状、どういう対策を取るのが一番有効なのか？弱い部分はどこなのかが分かります。 

 SEO 対策としてどの程度完成しているのかが分かります 

 SEO 対策による改善が期待できることが分かります 
 

詳しくは担当または、ホームページへ  http://www.webquick.jp/c/seodiag.html 
 

■ホームページを定期的に更新しましょう 

 新製品・新サービスを取り扱っているのだがホームページが古いまま 

 新しい店舗、スタッフの情報も書き換えたいけど古いまま・・・ 

 ホームページもパソコンも詳しいスタッフがいなくて困っている 
 

そんな悩みをお持ちの方に会員制のホームページ更新＆サポートサービスの提供を開始しました。 

詳しい内容・資料については、いますぐ弊社担当者までご連絡・ご相談ください。 

 

■低コストで売上アップ！ ホームページ活用に役立つガイドブックを無料プレゼント 
  ～ かんたんに更新できる企業ホームページの作り方 ～ 

更新費用を抑えつつ売上アップにつながるホームページの作成方法が分かるガイドブッ

クが今なら無料で手に入ります。A4 ページ２段組で 41 ページ、単行本にすると一冊に相

当するだけのボリュームをもったガイドブックです。 

インターネットビジネスに必要な「ホームページ活用のエッセンス」を凝縮していますので、

これを一冊読めば、他の書籍を読む必要はありません！ 

いまならこのガイドブック（製本版は有料：1500 円・税込・送料込）を無料でプレゼントしています。 

ご希望の方は、いますぐ担当者にご連絡いただくか、

次のページからお申込みください。 
http://www.webquick.jp/c/guidebook.html 
他にも以下の役に立つ情報冊子を用意しております

ので、こちらも併せてご請求ください。 

◇自分で更新できる SEO 対策 

◇集客ホームページ作成講座（基礎編） 

◇ホームページ関連サービスのご紹介 

あとがき 
先日、ROOKIES（映画）を見てきました。今回はストーリーよりも、夢・目標を実現するためのプロセスの描写をぜひ

見たかったのです。私も普段「信じる」「信じている」という言葉を何となく使っていますが、本当に「信じる」というのは

狂気とも愚直とも言えるぐらいに心の底から確信することだと、改めて認識しました。自分もまだまだ本氣度を高め

ないといけませんね。（高山） 
 

ニュースレターを読んでの感想、取り上げて欲しいテーマ、相談など、ぜひご意見をお聞かせ下さい！ 

→ FAX:047-311-6678 / 電子メール：info@pcbrain.co.jp 

株式会社ピーシー・ブレイン 
 

発行責任者：高山卓巳 
〒270-2253 千葉県松戸市日暮１－２－６ 勝どきビル３F  

TEL: 047-311-6677 FAX: 047-311-6678  Email: info@pcbrain.co.jp 
 

 

株式会社ピーシー・ブレイン 
 
〒270-2253 
千葉県松戸市日暮 1-2-6 
勝どきビル３F 
 
電話番号 
047-311-6677 
 
Fax 
047-311-6678 
 
E-mail 
info@pcbrain.co.jp 
 
営業時間： 
9:00～17:30 
 

地域で一番ネットを使った商売に

詳しいコンサルティング企業 
 
- Web マーケティングコンサル 
- ネット集客支援 
- ホームページ制作 
- SEO リニューアル 
- WEB システム開発 

 
当社 Web サイト 
URL: 
http://www.pcbrain.co.jp 
http://www.webquick.jp 
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