
SEO完全ガイド
事例を交えてSEO施策の実践⽅法をお伝えします。
本書で幅広い知識を⾝に着けましょう。

medifund式



SEO改善実績
業種別検索順位：Google検索
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▶契約期間中にGoogle検索上位表⽰を獲得したキーワード⼀
部を掲載

「特許申請」

特許事務所

施⼯会社

経営コンサルティング会社

Web制作業

「特許�とり⽅」第1位 第1位

「施⼯�⻭科」 「医院�内装」第1位 第2位

「集客�戦

略」

「ファネル理論」第1位 第1位

「Web集客」
「オウンドメデ

ィア�名古屋」
第5位 第1位

弊社が提供するSEOコンサルティング、SEO

コンテンツ制作両サービスにおいて、契約期

間に制作したSEOコンテンツでは狙ったキー

ワードでのGoogle検索1ページ⽬掲載率は8

割以上です（2019年におけるデータ）。



1.キーワード選定
無料でできるSEOキーワード選定

本資料では、無料でできるキーワード選定をお伝えしていま

す。無料の⽅法でも数々のキーワードで検索順位1位を獲得し
てきました。

弊社では2020年以降ahrefs,SEMrushを⽤いたキーワード選定
を実施していますが、そちらを使ったキーワード選定⽅法は

別途ご相談ください。

SEOコンサルティング

マンツーマンでインハウスSEOの⽀援を⾏います

https://medifund.jp/seoservice-nagoya
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ユーザーがどのような態度変容で決済するのかを把握するためにカスタマージャーニーマップを作

成します。

どのような検索キーワードでユーザーが検索しているのかを想定すべく、Q&Aサイトからユーザーの
声を拾います。

実際に検索されているキーワード候補を取得し、多数の候補キーワードの中から⾃⾝がSEO対策す
る

競合サイトに勝てるキーワードを選定し、上位表⽰獲得できる可能性の⾼いキーワードを選定する

カスタマージャーニーマップの作成

Q&Aサイトなどから候補キーワードを抽出

関連・サジェスト・LSIキーワードで候補を広げる

⽬星をつけたキーワードの競合調査

キーワード選定の流れ

1.

2.

3.

4.



1.�カスタマージャーニーマップを作成する

カスタマージャーニーマ

ップ作成前にペルソナ

（最終的に決済する仮想

ユーザー像）を設定する

必要があります。

カスタマージャーニーマ

ップは決済前の⾏動を可

視化するもので、ユーザ

ーの意思決定基準や過去

にどのような情報を調べ

たかに応じたSEOキーワ
ード選定を⾏いやすくな

ります。

Download

https://medifund.jp/customer-journey
https://medifund.jp/customer-journey


2.Q&Aサイトなどから候補キーワードを抽出

ユーザーがどのようなキ

ーワードで検索している

のかをリサーチします。

同時に、どのような悩み

を抱え、購⼊を踏みとど

まっているかなどをリサ

ーチします。

�
質問から抽出するキーワ

ードはザックリと抽出す

る形で構いません。

次のステップ以降で検索

されているキーワードを

洗い出します。
▲Yahoo!知恵袋にて「離婚�弁護⼠�選び⽅」で検索

作成したカスタマージャ

ーニーで購⼊・⽐較検討

ユーザーが検索しそうな

キーワードをQ&Aサイト
で検索。

質問者の投稿中に存在す

る単語をピックアップ



3.関連・サジェスト・LSIキーワードで候補を広げる

▲Google検索にて「親権�依頼」で検索

知恵袋から抜き出

したキーワードは

検索されていない

可能性があるた

め、LSIキーワード
取得に利⽤

関連・サジェス

トキーワードで

キーワード候補

を広げる

▲UbersuggestでLSIキーワードを検索し、キーワード候補を取得。
上記以外の関連キーワード抽出ツールを利⽤しても良い

繰り返す



繰り返す ▲抽出したキーワードを検索し、上位表⽰サイトに

勝てそうな場合、対策するキーワードとして選定

4.⽬星をつけたキーワードの競合調査

▲Ubersuggestdで抽出したキーワードで
CPC,Search�Volumeの値が存在するものを
選ぶ

※キーワードによって⽬安にする値は異なり

ます。

成約しやすいか

需要はあるか

競合は少なそうか

複数のキーワードで抽出した候補

キーワードで

の観点でキーワードを洗い出し、

実際に検索して競合サイトを調査

CPCの⾼いキーワード
≒成約しやすいキーワード

最終更新⽇

ドメインランク（Mozは無料利⽤可）
スマホ対応の有無

https化の有無
運営元は上場企業や⾏政ではないか

コンテンツの質は⾼いか

運営者・サイト名の指名検索回数

ドメインランク（moz参照）

競合サイトの調査項⽬



2.検索意図に応える
Webページを制作する
検索ユーザーの検索⽬的は

知りたい情報を探し出す

だけでしょうか？

インフォメーショナル

(情報を探している )

インフォメーショナル

(解決策を探している )

トランザクショナル

(商品を探している )

ナビゲーショナル

(買うものが決まっている )

試験で良い点を取りたい

勉強 方法

参考書 おすすめ

原田先生 数学 本



2.検索意図に応えるWebページを制作する

検索意図
海外留学したい

留学の⽅法が知りたい

1 .ターゲットユーザーが検索する

� � � � � � S EO対策キーワードを選定する

海外 �留学 �⽅法

2 .ユーザーの検索意図を満たす

� S EOコンテンツを制作する

ターゲットユーザー

e x .⼤学⽣

海外留学の⽅法
・費⽤、⾒積り

・渡航⽅法

・申請⽅法

・プラン

検索エンジンは、検索ユ

ーザーが求める情報を提

案するようアルゴリズム

が設計されています。

�
特定のSEOキーワードで
検索した際、どのような

情報を求めて検索したか

を推測し、ユーザーにと

って必要な情報を適切な

形で提供できるWebペー
ジを制作しましょう。



2.検索意図に応えるWebページを制作する

ユーザーの検索意図を満たすＳＥＯコンテンツ制作の⼿順

1.ユーザーが何を知りたいのか
検索結果から想定する

2.検索意図との関連性の観点
��からコンテンツの質を⾼める

3.ユーザーエンゲージメントを⾼め�
�Googleから⾼評価を得る



2.検索意図に応えるWebページを制作する

①ショートクリック

②ミディアムクリック

④ラストクリック

評価

③ロングクリック

サイト滞在時間による分類
滞在時間

短

⻑

①ショートクリック

②ミディアムクリック

③ロングクリック

上記はページに訪れてからの検索⾏動時間を計測し、⾃社ペ

ージの⾏動時間が⻑いほどコンテンツの評価が⾼くなりま

す。

�
�も評価が⾼いのが④のラストクリックで、ユーザーが検索

体験を終えたページを⾼く評価します。

�
弊社では、ユーザーの検索意図が「したい」「買いたい」

「⾏きたい」のいずれかである場合は、ユーザーができるだ

け短い時間で次のアクションができるような機能やWebデザ
インを実施することを提案しています。



3.信頼できるコン
テンツを制作する
1コンテンツに資源を投下しよう

コンテンツの質

信頼できる

情報提供

引⽤元に依存しない

オリジナリティ

ユーザー⽬線に⽴った

情報提供

ユーザーが求める情報を網羅

⽂章やレイアウトなどの

視覚的な⾒やすさ



3.信頼できるコンテンツを制作する

1ドメイン単位で
特定の分野に特化する

ページの投稿⽇、更新⽇

が表⽰されるように設定

する

学術論⽂を参考に執筆す

る

執筆者情報、監修者情報に

資格や実績を記載する

被リンクを獲得する

信頼できるコンテンツを制作する際の具体的な施策

コンテンツの数より、コ

ンテンツの質を⾼めるこ

とが重要です。

弊社では、10ページに満
たないサイトでビッグキ

ーワードで1位を獲得した
事例があります。

�
しかし、1コンテンツあた
りの制作予算や制作期間

は⼤幅に増えました。

�
コンテンツ制作前に信頼

を獲得する施策が可能か

どうかを検討する必要が

あります。



ページから外部発リンク

（外部サイトへのリンク

をページ内に記載するこ

と）すると、ページ⾃体

が持つ評価を渡すことに

なる。

また、評価が低いページ

より、評価が⾼いページ

からリンクをもらう⽅が

評価は⾼くなります。

3.信頼できるWebコンテンツを制作する

被リンクによる評価のベースとなる考え⽅

前
提
知
識

Ｂ

Ｂ

Ａ
d=1 0.6

Ｂ

＋0.6
1.6 0.9 ＋1.3

Ａ
0.4

0.4

Ａ
0 0.7

C0.5

2.3

Ａ
0.5

Ｂ
0.7

C
1.7

d=1 d=1



4.MFIに対応する
Googleはスマートフォンページでのユー
ザー評価をアルゴリズムに採⽤ 32px以上

48px以上

平均的な⼤⼈の指の

⼤きさに合わせるスマートフォンユーザー

が拡⼤動作なしで快適に

ページを閲覧・利⽤でき

るWeb�デザインを⾏い
ましょう。



4.MFIに対応する

フルード型

⼤きい画⾯は左右に余

⽩を⼊れて構成

⼩さい画⾯は

縦に積み重ねる

カラム落ち型

画⾯が

⼩さくなるにつれて

列を下に移動する

レイアウト変更型

画⾯の⼤きさに

合わせて

レイアウトを変更する

微調整型

画⾯の⼤きさに

合わせて

微調整する

オフキャンバス型

画⾯の

表⽰領域外にも

要素を配置して

切り替える

PC版では⾒やすくて
も、スマートフォンでみ

たときに情報の配置がズ

レたり⼊れ替わっていま

せんか？

�
ページの内容に合わせた

レスポンシブ対応を実装

しましょう。

レスポンシブ対応の種類



5.Googleクローラ
ビリティを⾼める
ユーザーだけでなく、Googleがサイトを
理解しやすいように設計しよう

階 層
ページの関連性を

考慮して

内部リンクを構築



5.Googleクローラビリティを⾼める

検索意図の把握

Webページの関連⽣
コンテンツの品質

ユーザビリティ

⽂脈の考慮

Webページ情報の収集 情報の整理とサーバーでの保管 検索キーワードごとに順位決定

インターネット上の情報をロボッ

トが収集

集めた情報を整理して検索付け

（インデックス）する

ユーザーが探している情報に関連

性が�も⾼い情報をランキングに

してユーザーに表⽰

インデクサクローラー サーチャー

ランキング決定の流れ
HTML
構造化データ

ユーザー⾏動デー

タ

JavaScriptで⽣成
されるリンク

Wordや
PowerPointなどの
Microsoft�Officeに
よって作成された

ファイル

PDF 

クローラーは

などの情報を集めるた

め、上記データに関し

てはクローラーが認識

しやすい構造にする必

要があります。



6.Webページ表⽰
速度を⾼める
ユーザーの離脱を防ぐ施策

表⽰が2秒以内だと直帰率は9％だが、3秒か
ら直帰率が⼤きく増え、5秒だと38％に達し
てしまったというデータがあります。（引

⽤：Does�Page�Load�Time�Really�Affect
Bounce�Rate?｜Pingdom）

loading…

First�Paint
First�

Contentful�Paint

First

Meaningful�Paint

Time�to

Interective

ページの表⽰を

リクエストしてから

実際にブラウザが描

画しはじめるまで

⽂字や画像などがブ

ラウザに

描画される

主要なコンテンツが

⼀通り表⽰される

⼀通り

Webページが

描画されて

ユーザーが

⼊⼒処理を⾏える

Webサイトが表⽰されるまでの流れ



Webサイトはサーバ

ーとブラウザの通信

のやり取りで表⽰し

ている。

通信の際、読み込み

に時間がかかるソー

スコードがあると、

ソースコードが存在

する箇所以下でも読

み込みに時間がかか

ります。

読み込みはソースコ

ードの上の⾏から順

に⾏うためソースコ

ードを記述する順番

を考慮しなければい

けません。

前
提
知
識

Webページの

リクエスト
ＤＯＭ構築 スタイル評価

JavaScript

実⾏

レンダリングプロセス

レンダリング

スタイル評価待ちによる

レンダリングブロック

ＣＳＳを⽤いた⼯夫

ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ

実⾏待ちによる

レンダリングブロック

ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ

を⽤いた⼯夫

レンダリングブロックを

少なくすれば

Ｗｅｂ表⽰速度が

向上する

6.Webページ表⽰速度を⾼める



画像ピクセル数を下げる

ピクセル数の⼤きな画像は制作するWebサイトのデザイ
ンに合わせてピクセル数を減らしてデータ容量を減らし

た⽅が、Webサイトの読み込み速度は向上します。

通信データ量の削減

通信回数の削減

通信許容量の増加

表⽰速度の改善は

の3点に着⽬する必要が

あります。

ただ、ページ速度の向上

は最低限で⼗分という視

点を持たなければ、本来

割くべき労⼒量を⾒誤っ

てしまう可能性がありま

す。

6.Webページ表⽰速度を⾼める

PNGとJPEGを使い分ける

画像データを圧縮する

アニメーションをOFFにする

WEBアイコンフォントの利⽤を控え

る

動画を埋め込まない

Lazy�loadを設定する

キャッシュを活⽤する

サーバーを増強する

AMP対応する

写真のように多様な⾊、グラデーションによって構成さ

れている画像についてはJPEF、それ以外はPNGデータ
にした⽅が各画像のデータ容量は少なくなります。

画像データを圧縮することによって画像のデータ容量を

削減することも可能です。

要素をアニメーションさせるとブラウザはフローやペイ

ントを何度も繰り返さなければならないのでCPUに通常
の静⽌画以上の負荷が発⽣します。

Font�AwesomeのようにCDNを活⽤してWebアイコンを
表⽰すると、読み込みが重くなる場合があります。

動画はデータ容量が⼤きく、通信容量が⾼いためWebサ
イトの読み込み速度を低下させる原因になりえます。

Lazy�loadとはオブジェクトが必要になるタイミングに
なるつどにデータの読み込みを⾏います。

ユーザー側にキャッシュを残しておくことによって、再

度Webサイトを訪問したときにキャッシュのデータは再
度サーバーから読み込む必要はなくなります。

Webサイトの読み込みに関係する指標としてはサーバー
スペック、回線速度、利⽤形態などがあげられます。

AMP対応したページはGoogleがAMP⽤のキャッシュを
保存、検索エンジン経由でリクエストがあったユーザー

に直接データを送信するので通信速度が向上します。



SEOコンテンツ制作 SEOコンサルティング

Contact�Us

070-3978-5666

300万円

原⽥悠暉

i-SHOT株式会社(i-SHOT�inc.)
medifundはi-SHOT株式会社が運営しています。

contact@medifund.jp

担当者直通

資本⾦

代表者

会社名

メール

愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-28
サン・アペックス名駅703号

住所
本資料監修者

i-SHOT株式会社�代表取締役�原⽥�悠暉

専⾨分野に詳しいライターが執筆します マンツーマンでインハウスSEOの⽀援を⾏います

https://medifund.jp/ownedmedia-article
https://medifund.jp/seoservice-nagoya
http://medifund.jp/

