「SEO 実績 専門知識」で単価2円ラインをクリア
より高単価案件をとるために

案件を受けだすとライティング自体には慣れてくる
その際に意識したいのがSEO的な視点
発注者目線がわかる

①キーワード選定

自分でブログ・サイト運営もできる

キーワード選定ができるメリット

売上を何百万円レベルで作れる
ノウハウさえ知っていたら誰でもできるようなものも
多い

今すぐネットからお金を生み出すこともできる
構成の案件も請けられるようになる
②構成

構成ができるメリット

構成の意図がわかるので的を外さないライティングができる
リライトもできるようになる

③ライティング

ライターが担当するところ
アクセス数

記事作成のプロセス

Googleアナリティクス
ページ滞在時間
④解析
記事にトラブルが生じていないかのチェック
Googleサーチコンソール（サチコ）
検索キーワードのチェック
見出しを追加する
解析に基づいた加筆・修正
既存の見出しに本文を追加する
最新情報に更新する
⑤リライト

記事は育てていくもの
サイト運営にとって大事な部分

動画は後から編集を加えられないけど、記事ならいく
らでも書き加えられる

こういう案件も少なくない
ライバル（上位記事）より網羅的にアンサーする
Expertise：専門性

対策

網羅性を高める
対処しやすい
被リンク獲得

Authoritativeness：権威性

対策

他人からの評価
拡散
口コミ、体験談など一次情報

SEO理解のコア

GoogleのEAT
対処できるところ
Trustworthiness：信頼性

対策

EATのわかりやすい記事

信頼できる情報源を参照する

個人のブロガーとかより、公的機関（国として色んな
調査・統計をしている）、大企業（ファクトチェック
などちゃんとしていると考えられる）の出している情
報を参照する

https://www.gyro-n.com/seo/hack/e-a-t/
iPhone
1語（、2語）キーワード

例
iPhone 初期化

①ビッグワード

検索ボリューム多い
サイト全体（記事群、点ではなく面）で戦う

サイト全体でサジェストを狙う

サジェストのリサーチはラッコキーワードで

iPhone 初期化 できない
3語、4語などの複合キーワード

例
iphone 初期化 できない パスコード

勝てるキーワードを探す

②ロングテールキーワード

サジェストの下層ほど検索ボリューム少なくなると同
時に検索意図は具体化する

検索ボリュームは少なくなる（ニッチ）

強いサイトが狙わない
単発でも戦える

ライバル不在（ブルーオーシャン）
ライバルが狙わない

早いもん勝ち

SEOとかじゃない

③トレンド

まとまったアクセスをとりやすいが、賞味期限は短い
瞬間最大風速を狙う
初期アクセスをとりたいときに有効

キーワード選定

狙うキーワードを特定する
① サジェスト
サジェストとは、過去にユーザが調べたキーワードのこと
ラッコキーワードで調べる
ユーザの検索意図をリサーチするのに欠かせないツール
この時点で大体ラッコキーワードを使う
キーワードプランナー
サジェストを一括コピーしてまとめて調べる

② 検索ボリューム

月間検索数がどれくらいかチェックする
リサーチすること

上位記事の状況をチェック
個人サイトが多いと勝ちやすい

MozのDA（ドメインオーソリティ）なども参照する

DAが10以下が上位表示していると勝ちやすい

③ ライバルの状況
ちゃんと検索意図を満たせているか？ブレていない
か？
タイトルで狙っているか
ブレていたら攻め入る余地あり！
Googleトレンド
＋αとして

穴場キーワードの発見
allintitleとintitle検索

大きな指針

アンサーすべき検索意図を明らかにする

intitleが多く、allintitleが少ないということは、その
キーワードの需要は多いが、ピンポイントで狙ってき
ているライバルは少ないと解釈できる

ユーザニーズ（疑問、悩み、問題）をリサーチして把握する

←想像でやるのではない
メインキーワード（3語）

iphone 初期化できない パスコード
iphone 初期化できない リカバリーモード

関連性ある同レベルのサジェスト例

iphone 機種変更 初期化できない
サジェスト（3語）
iphone 初期化できない エラー
など
関連性ある同レベル&より下層（3語狙うなら4語ないか）のサジェスト

メインキーワード（3語）
①

iphone パスコード 10回失敗 初期化できない
サジェスト（4語）

メインキーワード
TWICE 最年長 ナヨン
②
狙うキーワードと関連するサジェストを集める

TWICE 最年長 最年少
TWICE 最年長 メンバー
こうすることでメインキーワードとともに、周辺の関
連する検索意図も網羅的に満たしていく

EATでいうE（専門性）につながる

タイトル：「iphone 初期化できない パスコード」を含める
h2：「iphone 初期化できない パスコード」を含める
メインキーワードとともに見出しなどで使う

h2：「iphone パスコード 10回失敗 初期化できない」を含める
①
h2：「iphone パスコード 合ってるのに 初期化できない」を含める
…
構成例

リサーチすること

h2：まとめ
TWICE最年長はナヨン
②

TWICE最年少はツウィ
TWICE最年長以外のメンバーを年齢順に紹介

上位記事はGoogleの出した答えそのもの

② 上位記事

上位記事がどういう構成で、どんなことを書いている
のかリサーチする

特に上位1〜5位あたり

スプレッドシートなどに見出し構成を抜き出す
それぞれ比較する

順位が低い記事は検索意図からずれてくる場合が多い
構成

ペルソナ設定に役立つ
知恵袋

匿名で書き込めるのでリアルで喋れないことも書きやすい
リアルな悩みがわかる
特に潜在ニーズを見つけるのに役立つ

顕在ニーズ

ダイエットして痩せたい

潜在ニーズ

恋愛経験が少ないコンプレックスを解消したい

例

かんたんに言うと、ライバル記事のいいとこどりをす
ライバルがどんな情報を、どれだけ書いているかリサ

る

ーチする
課題の1記事目でやってもらったようなこと
https://docs.google.com/spreadsheets/d/

記事作成をまるっと理解しよう

1SJPUExC9ySAjMLQi̲p89PI08Pq例①

エンジニア転職

例②

ライバルチェックをする

cd7zKnjz̲N4fagi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1Re8PKOCFK50oVceRkc1akyr̲EFOi̲DdEuLO0z
M̲lZWM/edit?usp=sharing

TWICE最年長

例③

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1nrFpONclyF8̲gJfd3b57lTseGySjlCpaXfh̲nzZyR
U4/edit#gid=0

ブログ 広告 amazon 楽天

サジェストをグルーピングして記事にする
https://dainoblog.com/wp-content/uploads/
2022/04/00f3f43bc1dc8f9731117bfc6a1ed39
d.pdf

サイト設計図

https://dainoblog.com/wp-content/uploads/
2022/04/6285c0cb372c2758534cee39aa6c00
44.pdf

上位記事の見出し抜き出し
例④

特化サイト

https://dainoblog.com/wp-content/uploads/
2022/04/
a99e15a9446ae719e13fbaadeaa0e162.pdf

車中泊記事
内容理解のリサーチ

https://dainoblog.com/wp-content/uploads/
2022/04/75714a29ﬀ9fd8aﬀ50c58ab234b774
b.pdf

上位記事の見出し抜き出し

https://dainoblog.com/wp-content/uploads/
2022/04/74d7aee355fd1fd9c9651f7be3d5c30
d.pdf

モデルチェンジ記事
内容理解のリサーチ

網羅性（専門性）を高め、一次情報（信頼性）もなるべく入れる

EATを考慮する

メインキーワード、サジェストを記事タイトル、見出しタイトルに使う
上位記事より付加価値のある記事にする

最低限必要な要素、＋αで入れたい要素、ノイズとし
て省く要素を決めていく
どんな情報を、どんな順番で、どれだけずつ書くか決める

ページをスクロールしないと情報が見つからないなど
はユーザフレンドリーと言えない

網羅性を高めるといっても、何でもかんでも寄せ集め
ればいわけじゃない

構成を作る

悪い例の見本

h3ひとつのときはh2に含める（h3を作らない）

細かいこと

ランキング記事

h2が2つだけとかは構成としてキレイじゃない

最低、h2を3つ以上は作る

h3単独の見出しを作らない

https://match-lab.jp/archives/5631

h3構造にするときのh2には、本文を入れる
本文にもキーワードを入れる（出現率を高める）
ライティング
＋αとして

LSI、共起語なども意識

特にライティング時に意識する

セッション

「訪問数」

いわゆる「アクセス数」

PV
ユーザ数

上記なら「2PV」のカウントとなる

サイトを訪れたユーザーの数

離脱率

そのページのクオリティが低くて離脱された可能性の
ほか、広告に遷移した、疑問が解決できたなど色んな
ことが考えられる

そのページで閲覧を終了した割合

直帰率が高いということは自分のサイトを回遊してい
ないということであり、一般的によくないとされる
1ページのみを閲覧し、そのままサイトから離脱して
しまった割合

直帰率

ただ、そのページで検索意図に見合った情報が見つか
り、検索を終わらせた可能性など、いい結果である可
能性もある
商品購入

主な用語

資料請求
CV（コンバージョン）

目標を達成したこと（成約）
電話番号をタップ
など
Impression
検索エンジンにおいては、記事のタイトルがユーザの
ディスプレイに表示された回数

インプレッション
表示回数

Twitterやインスタなどにおいても同様で、ツイートや
投稿が表示されたということ

Click Through Rate
CTR
クリック率
Conversion Rate

その他、知っておきたい超基本Webマーケ用語

CVR
コンバージョン率
単価：1000円、PV：1000、CTR：1%、CVR：
10%のとき

売上はこう表せる

売上＝単価 PV CTR CVR

ある記事へのアクセスが1000で、その記事に設置し
た広告をクリックした人が10人、そのうちリンク先
の商品ページで商品購入した人が1人で単価が1000
円
つまり、売上＝1000円となる

アナリティクス

売上を1万円にしたいなら、単価、PV、CTR、CVR
いずれかを10倍にする必要あるな、、、みたいに考
える
リアルタイム
ユーザ属性
インタレスト
ユーザ

地域
テクノロジー
モバイル

どんなことがわかる？
概要
集客
参照元

主要ツール

PV
平均ページ滞在率
概要
直帰率
離脱率

行動
行動フロー
サイトの速度

解析

ユニバーサルアナリティクスからGoogleアナリティクス4へ
UAとGA4
従来のPV中心の解析からイベント中心の計測へ
検索パフォーマンス
サーチコンソール

検索キーワード

これがリライトに生きてくる

どんなことがわかる？
カバレッジ

GRC・ランクトラッカー
その他のツール

ウェブやアプリを横断的に解析できるようになる

記事に問題が発生していないか教えてくれる

ランキングチェック

hrefs
ヒートマップ
① 検索パフォーマンスでクリック数、インプ、CTR、
平均掲載順位を表示する
② 表示回数でソートする

サーチコンソールを使うやり方

手順

③ 掲載順位を上げられそうなキーワードを特定する
見出し追加
キーワード追加
本文追加
④ そのキーワードで対策をする
ノイズになっている情報を削除する

リライト

キーワード削除
意図に見合わない流入をシャットアウトする

その他のメンテナンス

内部リンクを見直す

トピッククラスターを活用する

新規記事を追加する

網羅性を高める
本文

信頼性を高める

一次情報を追加する
画像

iphone パスコード 合ってるのに 初期化できない
iphone パスコード 忘れた 初期化できない

より下層のサジェスト例

① サジェスト

iphone 初期化できない パスコード（3語）

TWICE 最年長（2語）

