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 2019 年 11 月号 

株式会社ピーシー・ブレイン  お問い合せ電話番号：047-311-6677 

☆今月のメニュー 

 

■Google に好まれる 

 SEO 対策の今昔 

 ３つのポイント 

 スパムを避ける 

 キーワード 

 コンテンツの質を高める 

 モバイルファースト 

 

■サポートトピック 

 効果的なブログの書き方 

 Windows7 サポート期限 

 

■スタッフのツイート 

こんにちは、ピーシー・ブレインの高山です。 

ラグビー盛り上がっていますね！数年前にトップリーグの試合をスタジアムで観戦

した時もそうでしたが、テレビ越しに観ていても手に力が入ってしまいます。 

さて、今回は 9 月にグーグルがアルゴリズムの変更も実施したこともあるので、

SEO 対策について改めて取り上げてみます。 

Google に好まれるサイトとは？ 

SNS の登場によって以前と比べて減ってきているとは言え、ホームページへの流

入経路としては検索エンジン経由が依然として少なくありません。 

この９月末にグーグルが検索エンジンのアルゴリズ

ムを大幅に変更しました。 

「コア アップデート」と名付けられているように、

基本的で重要な箇所の変更になっているので、検索結果の順位が実際に大きく変

動するようなこともおきています。 

ただ、この変動は変更直後の一時的なもので時間の経過とともに落ち着いてくるこ

とが多いので、慌ててホームページに間違えた修正・変更を行わないように注意し

てください。 
 
▼SEO 対策の今昔 
SEO 対策という言葉が認識され始めた頃と現在では、効果があるとされている対

策手法に違いがあります。 
以前の代表的な SEO 対策としては「被リンク（外部リンク）」「キーワード」を

詰め込む「文字数」の多いページといったもので、量が多ければ一定の効果を上げ

ている時期もありました。 
一方近年では「コンテンツの質」が重要と言われることが多くなり、リンク（され

ること）の効果が無くなってしまったかのように取られがちですが、実際にはそう

ではありません。 
被リンクによるサイト評価は、依然として効果があります。 
ただし、リンクなら何でも良いという訳ではなく、条件がついている点が以前と違

います。 
リンクの売買など「リンクスパム」はペナルティを受けるので論外ですが、以前に

は効果のあった相互リンク

という形式はサイト間に関

連性が無ければ、SEO 対策

としての効果はほとんど無いとされています。 

    

SEO対策と速度 

スマホ利用者にとっては快適

な表示速度は利便性に大きな

影響を与えるため、速度も

SEO対策の要素の１つとして

位置づけられています。 

サーバーの応答速度や回線な

どの性能は、安価な個人向け

共用サーバーよりビジネス向

けのサーバーを利用すれば一

般的に性能は安定してよくな

ります。 

また、サーバーとは別に、コ

ンテンツのサイズを最適化す

ることでも改善するこができ

ます。 

特に、スマホで撮影した写真

などはそのままだとサイズが

大きいので、ひと手間かけて

適切なサイズに変換するだけ

でカンタンに１／２０程度ま

で圧縮することができます。 

ブログなど記事を更新する際

には、写真のサイズも気にか

けてみてください。 
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 ピーシー・ブレイン・ニュースレター 

▼いまどきの SEO 対策のポイント 
SEO 対策として気にしておくべき３つのポイントです。 
１）スパムを避ける 
２）キーワード 
３）コンテンツの質を高める 

▼スパムを避ける 
現在の SEO 対策でまず注意すべきことは、ペナルティになる

ようなことを絶対に避けることです。 
ひとたびペナルティを受けてしまうと回復するのは、手間も

時間もかかるとても困難なことです。 
積み上げてきたものを一瞬で失うことになるので、本当に注意が必要です。 
 特に避けるべきこと 

 お金を払って（有償のサービスで）リンクを張ってもらう 
 関連性の無いリンクを張る（張ってもらう） 
 コピペしたページ・記事を作らない 
 自動生成や専門家で無い人が担当する質の低い記事を書かない 

▼キーワード 
いつの時代も「キーワード」は重要です。 
「心に響く言葉」という表現があるように、キーワードがマッチすれば本当にぴたりと

到達することができるのです。単一ワードでなく複合ワードを想定すると効率的です。 
その複合ワードの組み合わせは「サジェスト」と呼ばれるブラウザでのキーワード補完

の仕組みや、広告用のキーワードツールから知ることができます。 

▼コンテンツの質 
質が重要だということはよく言われますが、具体的にはどういうことでしょうか？ 
例えば、次のような点に気をつけてコンテンツをチェックしてみると良いでしょう。 
「品質」「専門性」「他との比較」 
 オリジナリティをもった情報か 

※他の情報ソースから引用したものでもオリジナリティを高めることは有用です。 
 見出しやタイトルや内容を説明したものになっているか 
 専門家や知識・経験を持った人が提供している情報か 
 ウソや間違った情報が含まれていないか 
このような「コンテンツに集中する」ためのポイントは次のページでも確認できます。 

 https://webmaster-ja.googleblog.com/2019/10/core-updates.html 

▼モバイルファースト 
最後に、もう１点。現在の検索エンジンはスマホ優先になっています。 
評価の対象もスマホサイト・ページです。PC で作った記事でもスマホで

チェックする習慣をつけてください。スマホの利用者にとって便利な方が

評価されるようになっています。 
   

図２ ブラウザの 
サジェスト機能 

図１ キーワードプランナー 
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サポートトピック ～ SEO 対策を意識したブログの書き方 
私たちのお客様でも自分たちでブログを書かれるケースが増えてきています。 
その際に、お問い合わせいただくことの一つに、「どうしたら SEO 対策として効果的な記事を効率的に書け

るのでしょうか」、というものがありますのでその対応についてご紹介します。 

 
▼ブログを書く際に意識すると良いポイント 
 記事のタイトルは毎回異なるものにしてください 

仮に同じようなテーマを連載にする場合でも、子テーマやトピックに焦点をあてたタイトルにすること

で別のタイトルを設定できるはずです。 
 リンクを貼るときは「詳しくはこちら」などではなく、飛び先の内容に合った文言でリンクを貼る。 

例）「○○の見積り依頼はこちら」「△△の事例については・・・」 
 写真を多く載せることはお客様にとっては分かりやいので有用ですが、説明文章なども入れて記事を書

くようにしてください。写真のみだと検索エンジンは何の情報なのかを判別するのが難しくなり（ある

いは少ない情報から異なった解釈をする可能性があるため）SEO 的には、あまり効果的な記事にならな

い可能性があります。 
 太字や見出しを効果的に使う 

見出しや強調（太字）といった要素は、検索エンジン側でも通常のテキストとは区別してくれます。 

▼記事を書くペース（更新頻度） 
情報の鮮度という点では、更新頻度が高い方が良いとされていますが、単純に更新ペースが早ければ良いと

いうことではありません。やはり記事の内容を意識してください。 
商圏・地域や業種ごとの競合の度合いによりますが、中身の薄い内容の無い記事を量産することは好ましく

ありません。 
ホームページを見に来る人にとって有用で役にたつ内容のある記事を地道に蓄積していった方が検索エンジ

ンの評価が高くなりますので、結局はその方が効果的なことが多いのです。 

■Windows 7 のサポート終了まで３ヶ月を切りました 
2020 年の 1 月 14 日が Windows7 サポート期限です。 
それまでに最新 OS の Windows10 へ切り替えるのが基

本ですが、古いソフト・アプリは Windows10 では動作

しないものがあるので注意が必要です。 

・Windows 7 Extended Security Updates（ESU） 
どうしても Windows7 を使い続けたい方向けの延長サ

ポートサービスがアナウンスされました。ただし年単位

での購入で、1 年目よりも 2 年目以降の価格が高くなっ

ています。12 月 1 日から販売開始の予定です。 

・Office2010 もサポート期限があります 
Office2010 は、2020 年 10 月 13 日がサポート期限になっています。 
特にデータベースの Access で“adp”という形式を使っている方は移行に時間がかかるのでご注意を！   
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 ピーシー・ブレイン・ニュースレター 

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 

 
電話番号 

047-311-6677 
Fax 

047-311-6678 
E-mail 

info@pcbrain.co.jp 
 
受付時間 

9:00 ～ 17:45 

 

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 

 
- ネット集客支援 

- ホームページ制作サービス 

- ホームページ運用管理 

- SEO 施策サービス 

- 問合せが増える動画制作 

- WEB システム開発 

 

 
当社 Web サイト: 
https://www.pcbrain.co.jp 
 

 

 

スタッフのツイート  

【藤井】 
帰省などで新幹線に乗る機会が定期的あるのですが、皆様の新幹線のお供といえば

何でしょうか？ 
最近の私のお気に入りは東海道新幹線の車内販売にある「ゆかり」というスナック

です。所謂えびせんなのですがとにかく海老が濃い。ビールがとても進む味と食感。 
スーパーで見つけたら買おう…と思っていたら車内販売や一部の駅売店のみの販売

だそうで、次新幹線に乗る機会には社内ワゴンを空にしない程度に買い溜めしよう

と心に誓った次第です。 

【瀬川】 
我が家ではボジョレー・ヌーヴォーが解禁されると、何家族か集まってボジョレー

パーティーを毎年開催しています。毎回、飲みまくっては必ず二日酔いになる、こ

のボジョレーパーティーを僕は毎年楽しみにしています。 
去年は資格の試験で“僕だけ”参加できなかったので今年こそはと今から楽しみで

なりません。 

【田島】 
子どもたちの通っていた保育園が新しい園舎になるそうで今までの旧園舎が設立何

年ぐらいなのかと聞けばなんと”52 年”だとか。 
何世代にも渡って子どもたちと遊び見守ってきた園舎が役目を終えるのを目の当た

りにすると寂しさ沢山、感謝いっぱいになります。 
ワックスがしみ込み黒く光った板張りの床を見ると、子供たちがそこにいなくても

にぎやかな声が聞こえてきそうです。園のお引越しまであとわずか、心の中であり

がとうと言いながら旧園舎の前を通ろうかと思っています。 

【青木】 
タイ料理のソムタムという青パパイヤのサラダが好きなのですが、青パパイヤがあ

まり手に入らないので人参で代用していました。 
ところが先日近所の農産物直売所で発見しました。産地は私の地元流山市。 
日本でも沖縄や奄美では伝統的に食べているようですが、まさか地元で栽培してい

るとは嬉しい大発見です。 
直売所の方によると最近は千葉でも栽培している方が増えており今頃が収穫時期と

のこと。きんぴらや漬物など和食にも美味しく、栄養価も高いそうなので未体験の

方、ぜひお試しください。 

【後藤】 
10 月よりピーシー・ブレインでお仕事させていただいております後藤です。よろし

くお願いします。趣味はスポーツ観戦です。特にプロ野球観戦をすることが多いの

ですが、応援しているチームは CS に進出できず早々に終戦...。 
スポーツの秋というだけあって様々なスポーツが開催されていましたが、特にラグ

ビーワールドカップには熱くなりました。結果も気になりますが、そこまでの過程

やエピソードに惹かれ応援にも気持ちが入りました。やっぱりスポーツっていい

なぁと改めて思いました。 

ニュースレターの感想、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 

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