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 こんにちは、ピーシー・ブレインの高山です。 

先日発生いたしました大地震で被災された皆さまには、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も

早い復興を願っております。 

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、情報をお

届けいたします。 

ホームページの停電対策は確認しましたか？ 
  

Google 時代の検索エンジン対策 

  

 

☆今月のメニュー 

 
■トピックス 
ホームページの停電対策 
 
■Google 時代の SEO 対策 
 Google の動向 
 始まるコンテンツの評価 
 基本がますます重要に 

 
■SEO リフォームの実績 

 
★災害時のネットでの情報伝達で
見えてきたもの 
 
今回の東日本大震災では、地震
発生当初から音声通信（電話）は
80％という大幅な通話規制が行
われたため、連絡がとれない状態
になりました。 
 
一方でメールを始めとするイン
ターネット回線は平時と比べれば
混雑しているものの利用可能な状
態で連絡手段、情報提供手段とし
て大変な活躍をみせました。 
 
特に Twitter は、事業所からの帰
宅困難者向けの情報などがタイム
リーに発信され、一時避難場所、
休憩施設や交通情報などが活発
にやりとりされました。あらためて
Twitter というツールの威力を確
認する機会になりました。 
 
また、個人だけでなく、政府や自治
体などもこの機会に Twitter での
情報発信を始めています。その中
でも、政府発表を発信する「首相
官邸（災害情報）」
@Kantei_Saigai は 30 万を超え
るフォローアーを集め、公式情報
の拡散に大きな役割を果たしてい
ます。 
 
一方で、コスモ石油の火災のよう
なデマの流布も早く、気軽に伝達
できる悪い面も現れていました。 
 
今回の件で明らかになったのは、
多くの情報が錯綜するような状況
では、いつも以上に情報を取捨選
択、見極める能力が重要になって
きているということです。 
不確定な情報に踊らされない、惑
わされないことが大切です。 
 

今回の地震ではホームページが情報伝達の手段として

大きな役割を果たしています。もともと不特定多数へ向

けての案内・周知という目的においては有効な手段です

が、タイムリーな情報提供や特定の地域、対象者向けの

情報発信として力を発揮しています。 

 

ところが、ホームページは、サーバーと呼ばれる電子機

器や通信機器の基で稼働しているため、停電の影響を

受けてしまいます。 

今回の震災では、地震・津波などの直接被害だけでな

く、電力供給力の低下による計画停電などが既に日常

業務に影響を与えていますが、ホームページにも無関係

ではありません。 

 

事業所内に設置されているサーバーの場合はもちろん

ですが、業者のサーバーを預けている・利用している場

合でも設置場所が停電エリアに該当すれば、停電の間

はサーバーダウン・ホームページが見られない状態に

なってしまうのです。 

 

サーバー機器の特徴としていきなり電源をオフにするこ

とができません。このため安全に電源を落とすまでの時

間を稼ぐために、停電対策として UPS と呼ばれるバッテ

リ装置を設置しているケースはかなりあります。ただ、こ

れは瞬断や短時間の停電を想定としたものです。そのた

め、長くても数十分程度の時間しか電力を供給すること

ができません。 

今回のような 3 時間にもわたって続く計画停電のような

状況でサービスを継続提供するために用意されている

設備ではないのです。 

 

その結果、自治体などのホームページなどでも計画停

電が実施された際には閲覧できなくなるといったことが

発生しています。 

※対策として停電時のために緊急用のホームページ
を別に用意しているところもあります。 
 

一方、大手のデータセンターでは、数時間から数日間

の停電であってもサービスを提供できるように、バック

アップ電源、発電装置を備えています。計画停電が実

施されたとしても問題無くサービスを提供し続けられ

るだけの設備を持っているのです。 

 

ホームページの停電対策はふだんほとんど気にする

ことがない盲点です。 

 

もし、業者から「うちは UPS があるので停電があって

も大丈夫」という説明をされたとしても、それはサー

バー機器の故障を保護するという意味かも知れませ

ん。停電時でもサーバー・ホームページが稼働できる

状態になっているのかを聞いた方がよいでしょう。 

 

 

【参考】WEB-KOMON サービスについて 

 

当社提供のサーバーサービス WEB-KOMON は、大

手データセンター内に設置されており、十分な設備の

下に運用されているため、停電時でもサービスが停

止することはありません。 

 

=== データセンターからのお知らせ === 

東京電力株式会社からの電源供給不足に関する計
画停電つきまして、システム設備を設置しているすべ
てのデータセンターにおいて、非常用発電機を備える
と共に十分な燃料を備蓄いたしておりますので、受電
に問題が発生した場合においても電源供給に関する
支障は発生しない見込みです。 

2010 年の末にヤフーの検索エンジンが Google に移

行しました。この変更では、Google 向けの対策の

ホームページが上昇したというよりも、ヤフー向け対策

にばかり重点をおいたホームページが著しく下落した

状態になっています。 
 
このことは、現在では検索エンジン対策は、ほぼ

Google 向けの対応に絞っても良いということを意味し

ています。 
 
▼Google の動向 
そこで気になるのが Google の動きです。 
 
昨年末にかけての動きはあくまでもヤフー側の話で、こ

の時点で Google の検索エンジンに大きな変更はあり

ませんでした。ただこれからは Google 自体のサービ

スの変更などが大きな意味をもってきますので、注目す

る必要があります。 

実はこの 2 月に、Google が検索エンジンアルゴリズ

ムの大きなアップデート（変更）を実施しています。 
※Google(米国)の公式ブログ 
http://goo.gl/Hhleh 
 
このアップデートは、米国向けのサービスとして実施さ

れたもので、現時点(2011 年 3 月)では日本向けには

適用されていないため、あまり話題にはなっていませ

ん。ただその内容は、12%もの検索結果が影響を受け

る大変大きな変更となっています。 
具体的にはコンテンツファームと呼ばれる、いままで

SEO 対策として多くの記事やリンクを掲載していたサイ

トの評価を見直すためのアルゴリズムの変更で、記事

の内容・質が低いものは下落するようになりました。 
 
なお、この変更は、時期は明らかにされていませんが、

日本向けのサービスにも適用されます。急な順位変動

に慌てないように準備しておきましょう。 
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コンテンツの質の評価が始まっています 
  

小手先ではなくあくまでも基本が大切 
  

SEO リフォームサービス 
 

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 
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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 

 

受付時間： 

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 リフォーム 

- WEB システム開発 

 
 

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

 

 

 

 

2 月の Google のアップデートでは、コンテンツファー

ム対策として品質の低いサイト、利用者の提供価値の

低いもののランキングを下落するような、アルゴリズム

変更がされているため、実際に低品質と判断されたコ

ンテンツを持っているサイトは、検索結果に影響を受け

ています。 
 
コンテンツの評価基準は、様々な要素によって決まりま

すが（200 以上の評価項目が存在する）、Google か

ら公表されることは決してありません。SEO 業者などが

独自に研究していますがその一部の傾向が分かる程

度で全容までは分かりません。 
 
このような中でも、品質が低いと評価される可能性のあ

るコンテンツの特徴は分かっています。 

▼質が低いと判断されるケース 
・極端にボリュームが小さい 
・他のコンテンツからコピーした内容が掲載されている 
 ※オリジナリティに欠けるコンテンツ(引用が多い等) 
・他のコンテンツと重複している 
・記事内容に比べて広告やリンクが多すぎる 
 
また、次のようなケースでは、サイト全体が影響を受け

る可能性があります 
 
・サイト内に質の低いページが存在する 
・質の高いページがほとんどない 
・自動生成ページ、動的なページなどで被リンクがほと

んどないようなページが大量にある 
 
この機に改めて全体を見直してみてはいかがでしょう。

Google は利用者視点で役に立つ情報を提供してい

るホームページ、コンテンツを正しく評価するように常に

変化・進化しています。 
これからの SEO 対策は Google 対応が中心となって

いきますが、かといってやみくもにキーワードを増や

す、関連のないようなホームページからのリンクを増や

して被リンクを稼ぐような小手先の手法は意味を持たな

くなります。それどころか、検索エンジンから排除される

ようになってゆくでしょう。 

これまでの SEO 対策関連の記事でもお伝えしてきてい

るように、質の高いコンテンツを提供することがますま

す重要になります。これは、Google が発行しているガ

イドラインにもしっかり掲載されていることですのでまだ

読まれていない方は目を通すことをおすすめします。 
 
・ガイドライン 
http://goo.gl/O8SD 
・検索エンジン最適化スターター ガイド 
http://goo.gl/1y1oz 

ピーシー・ブレインでは、SEO 対策への取り組みとして検索エンジンを意識したサイト設計、制作を「SEO リフォー

ムサービス」として提供しています。利用者視点での情報掲載、構造調整を中心に対策を行っており、お客様の

ホームページ開設の目的を達成するためのホームページへのアクセスアップを実現しています。 
 
【参考】SEO リフォームの実績 
 
当社で実施したここ半年ほどの SEO リフォーム（SEO 対策サービス）の実績を以下に紹介いたします。参考にし

ていただければ幸いです。 
 

会社名 キーワード 
順位変動 

実施前→実施後 
実施時期 

㈱秀栄 さま スリット加工 圏外 2 10 月 

㈱ムサシノエンジニアリング さま 常温接合 圏外 6 10 月 

紀州炭素㈱  さま 炭 サンプル (新規) 1 11 月 

㈱ドリマックス さま フードスライサー 圏外 2 11 月 

㈱堀内建装 さま 外壁塗装 市川 (新規) 3 2 月 

後藤精工㈱ さま プレス加工 圏外 11 1 月 

アズミ建設㈱ さま リフォーム 松戸 圏外 10 2 月 

 
なお、サービスについての詳細などにつきましては当社担当営業までお気軽にご相談ください。 


