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 こんにちは、ピーシー・ブレインの高山です。 

バンクーバーオリンピックが開幕しました。アスリートたちが競う姿は、見てい

る私たちにも大きな力を与えてくれます。そんな中でも、モーグルの上村愛

子選手がレース後に記したブログの「有り難い人生」という記事、表現にはと

ても感動しました。 

 

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。 

キーワードの基礎知識 
   

単一キーワードと複合キーワード 
   

キーワード選びで意識したいこと 

 

   

☆今月のメニュー 

□活用講座 
キーワードの基礎知識 

 単一キーワードと複合

キーワード 
 キーワード選びで意識

したいこと 

 キーワード選びのポイ

ント 
 専門用語、製品名、型

番に注目する 

 SEO サービスに注意を！ 

SEO と言葉が浸透するに

ようになったこともあり、SEO
業者などから営業される機

会も増えてきています。 
うまく利用すれば効果のあ

るサービスですが、キーワー

ドについては注意が必要な

点があります。 
 
対象となるキーワードは、 
本当に需要があるのか 

たしかに検索結果の上位

には表示されるが、実際に参

照されるのはごくわずか、と

いうキーワードもあります。 
これは SEO 業者が上位表

示が簡単なキーワードを提

案、対策することで成果を上

げているように見せる手法で

す。 
ですが、アクセスアップや

反応率アップにほとんどつな

がらないことも多いのです。 
 
検索エンジンの順位決定ロ

ジックは常に変更される 
 未来永劫、上位表示が保

証されるということはまずあり

ません。 
 

SEO サービスを利用する

際には、このあたりのことに

はぜひ気をつけください。 

 

今回は、SEO 対策の基本で

もある「キーワード」についてそ

の基本とポイントについて説明

します。 
検索エンジンでの検索結果

だけでなく、ネット広告について

も検索エンジンに入力された

「キーワード」と連動して表示

されたり、あるいはページ内

のキーワードに応じて表示さ

れる広告などもあります。 
このため、ホームページの

ビジネス活用上、キーワード

選びはとても重要な要素に

なっています。 
また、キーワードはページや

記事のタイトルや本文の構成と

して考慮すべきことですので記

事やページを作成する際の参

考にもしてください。 

キーワードとひと言でいって

も、単語の数、組合せによって、

大きく単一キーワードと複合

キーワードの２種類に分けられ

ます。 
 
◆単一キーワードの特徴 

多くの人が、キーワードという

言葉から連想するのは、この単

一キーワードでしょう。 
単一キーワードとは、「ダイ

エット」「リフォーム」「予備校」な

どのように単一の言葉で表現さ

れるものです。 
参照（検索）回数が多いという特

徴があり、それ故にこのキー

ワードで検索結果の上位に表示

されるのはとても難しくなってい

ます。 
また、キーワードから連想で

きることが広範に渡るため、反

応もまちまちで成約率は概して

高くありません。 
 
◆複合キーワードの特徴 

複数の言葉の組合せで構成

されるキーワードです。 
組合せとしては、「中心となる

キーワード」＋「アクションを示す

動詞」、「地名」などが多いです

が、３つ以上の単語の組合せも

あります。 
単一キーワードと比べると、

参照回数は減りますが、対象が

絞り込まれるため、反応率は高

くなる傾向にあります。 
また同じように、競合・競争相

手も絞り込まれるため、検索エ

ンジンでの上位表示も単一キー

ワードに比べると実現しやすく、

私たちもこの複合キーワードを

使って対策することをオススメし

ています。なお、キーワード広告

についても同じことが言えます。 

キーワードを選ぶときには、

次の２つの点を意識してくださ

い。 
「需要があること」そして「反応

があること」です。 
 
◆需要があること 

検索回数の多いキーワード

が良いと誰もが思います。 
ところが単に自分がよく使う、耳

にする、或いはきっとそうに違い

ないという思い込みでキーワー

ドを選んでいないでしょうか。 
実は、このキーワードの需要

は、検索回数ということで数値と

して比較することができます。 
検索回数が多いということは、

それだけそのキーワードに対す

るニーズがあるということです。 
感覚ではなく裏付けあるデー

タに基づいて選択しましょう。 
 
◆反応があること 

検索回数の多い需要のある

キーワードを選ぶことで、確実

に露出の機会は増えます。 
これはアクセス数のアップに

はつながりますが、問合せ、申

し込みなどの反応がそのまま比

例するように増えるかとういと、

そうとうは限りません。 
情報を受け取る側は、自分の

目的に応じて反応するかどうか

を決めています。 
例えば、「ホームページ作成」と

いうキーワードで考えれば、新

規に作りたいのか、リニューア

ルなのか、あるいは自分で作る

方法を知りたいのか、などのパ

ターンがあります。 
 

このように需要があるだけで

なく、狙いとする反応を得られる

事までを考えてキーワード選び

を行う必要があります。 
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キーワード選びのポイント 
   

専門用語、製品名、型番に注目する 

   

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！
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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 

 

 

 

 

ここでは、キーワードを実際

に選定する際のポイントについ

て説明します。 
 

「複合キーワードの特徴」で

説明したように、組合せキー

ワードを基本に考えてください。 
 
◆アクションとの組み合わせ 

検索エンジンの利用者は、

「○○を●●する」といった情報

を探すことが多いので、この「●

●」に相当する動詞を組み合わ

せて考えると良いわけです。 
例えば、 

「作成」「更新」「調査」「相談」

「代行」「対策」のような言葉と

組み合わせて、 
「ホームページ 作成」「ホーム

ページ 更新」、「保険 見直し」

のように設定します。 
 
◆エリアを組み合わせる 

もともと商圏のあるビジネス

を展開している場合には、地域

名を組み合せます。 
地域名は、都道府県・市町村

名だけでなく、駅名、呼称など

幾つかのパターンがあります。 
単独では競争の厳しいキー

ワードであっても地域名を組み

合わせることでぐっと成果をあ

げやすくなります。 
例）「歯科 松戸」 

 

◆検索者が使う言葉を選ぶ 
お客が滅多に口にしないよう

な業界用語・専門用語などは業

界関係者が使う検索キーワー

ドですが、お客になるような人

たちが使う言葉ではないことが

あります。 
 

例えば私たちのような業界で

あれば「ホームページ」と「Web
サイト」。 

業界に携わっている人たち

は「Web サイト」「Web ペー

ジ」という言葉を使います。です

が、検索回数で見ると「ホーム

ページ」という言葉の方が多い

ですし、商談の場でもホーム

ページという言葉を使います。 
みなさんの業界にもこれと同

じように日常当たり前に使って

いる言葉がお客には通じないと

いうことはないでしょうか。 
 
◆ビジネスにつながる言葉を選

ぶ 
似たような言葉でも、反応す

る人が異なることがあるので、

自身のビジネスにつながる言

葉を選ぶことが必要です。 
例えば、 

「節約」 → お金のない人？ 
「節税」 → お金のある人？ 
似たような意味ですが、まるっ

きり正反対の人が反応する言

葉です。税理士や会計事務所

が対象にしたいのがどちらかは

自明ですね。 
他の例では、 

「英会話」、「英会話スクール」  

→ おとな向け 
「英会話教室」「英語教室」  
→こども向け 
 といった傾向もあります。 
 
◆表記のゆれを考える 

日本語の特徴ですが、表記

のゆれにも考慮が必要です。 
 

同じ意味、目的を表す言葉

が複数ある場合、どの言葉で

検索するかは人によりまちまち

です。 
- 表記の違い 
「携帯」「ケータイ」 
「シロアリ」「白アリ」「白蟻」「しろ

あり」 
 
- 読みが同じで別の漢字 
「ホームページ制作」、「ホーム

ページ製作」 
 
- 同じ意味の違う表現 
「歯科医」「歯科」「歯医者」 
「学校」「スクール」「教室」「クラ

ス」 
「掃除」「清掃」「クリーニング」 
 
これを参考にして、感覚ではな

くツールなどを使って計測しな

がら設定してください。 

これは番外編です。 
あなたがもし製造業や特殊

な製品を取り扱っている場合に

は、製品番号や専門用語など

を敢えて使ってみるのも良い

ケースがあります。 
例えば、技術、工事、研究に

携わっているような人が「この

製品が欲しい」「この型番が欲

しい」と考えて検索するケース

では、成約に結びつくことが多

いのです。 
 

実は一般向けの商品でもこ

のような対策をしっかりやって

いるところがあります。オンライ

ン書店の「アマゾン」です。 
本のタイトルで検索すると、多く

の場合で検索結果のトップに表

示されていますがこれは意図し

ているのです。 


