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本ガイドは、Backlinkoのブログ記事である「The Definitive Guide To SEO In

2021」をSEO Japan編集部が翻訳・意訳したものになります。

Core Web Vitalsの導入やアルゴリズムのコアアップデート、Passage-Based

Indexingなど、SEOの最新トレンドは次々に移り変わっており、要点を抑えるだ

けでも労力がかかります。

しかしながら、SEOにおいては、「何をするか」も重要ですが、「何をしない

か」も同じくらい重要です。リソースが限られている中で、最大限の効果を出せ

るように取り組んでいく必要があります。

このSEOガイドでは、2021年のSEOのトレンドを抑えつつ、SEOの基本にも言

及しており、「これからのSEOでは何をすべきか」が網羅的に語られています。

このガイドをご覧いただいた皆様がSEOに取り組むにあたっての参考になれば

幸いです。

※当ガイドでは、画像内の英文を一部日本語に翻訳しておりますが、著作権は

すべて著作元であるBacklinkoに帰属いたします。

本ガイドについて（SEO Japanより）

2021年１月 SEO Japan編集部

https://backlinko.com/
https://backlinko.com/seo-this-year


2021年 SEOガイド決定版

この記事は、2021年における、検索エンジン最適化の究極ガイドである。

ここで、1つのことを明らかにしたい。

この記事は、よくある「2021年のSEO」についての予測記事ではない。

もちろん、今年のSEOで最も重要なSEOのトレンドについても扱っている。

しかし、今すぐ役に立つ新しい戦略についても扱っているのだ。

そのため、今年度におけるSEOの改善についての方法を探しているのであれば、あ

なたはこの記事をきっと気に入ってくれるはずだ。
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Core Web Vitals

Googleによれば、Core Web Vitalsは2021年5月にランキング要素になるとのこと

だ。

この章では、Googleが予定しているこのアップデートへの準備の方法を説明しよう。

（実際に私がBacklinkoのCore Web Vitalsのスコアを劇的に改善した例も紹介す

る。）

では、始めよう。

第１章
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Core Web Vitalsとは、Googleが重要視するユーザー体験に関する下記の３つの

指標のことである。

Core Web Vitalsについてあなたが知るべきこと

第１章 Core Web Vitals

• Largest contentful paint（LCP）：読み込み時間

• First input delay（FID）：インタラクティブ性

• Cumulative layout shift（CLS）：ページコンテンツの視覚的な安定性

Core Web VitalsはGoogleが定める

「ページエクスペリエンス」の評価の一部である
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Googleによれば、Core Web Vitalsはランキングに直接影響するとのことだ。

Core Web Vitalsについてあなたが知るべきこと

「これらのページエクスペリエンス指標を組み込んで変更した検索ランキング

を公開する予定です。」

第１章 Core Web Vitals



8

また、GoogleはCore Web Vitals単体でランキングが決定されないことを示して

いる。言い換えれば、Core Web Vitalsのスコアが低くても、上位に表示される

ことはあり得るということだ。

Core Web Vitalsについてあなたが知るべきこと

「ページ エクスペリエンスの一部の要素が平均以下であっても、総合的に優れ

た情報を含むページが優先されます。」

とはいえ、Core Web Vitalsへの最適化を行わない理由もないだろう。

この改善に時間を費やす価値はあるはずだ。

では、具体的な方法を見ていこう。

第１章 Core Web Vitals
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まず明らかにしたいことは、Core Web Vitalsの具体的な改善方法は、サイトに

よって異なるということだ。

例えば、Shopifyで運営しているサイトは、WordPressで運営しているサイトと

は異なるだろう。

しかし、まずは、修正が必要な箇所を特定する方法を見ていこう。

Search Consoleにアクセスし、「ウェブに関する主な指標（Core Web

Vitals）」をクリックしよう。

Core Web Vitalsのスコアの改善方法

第１章 Core Web Vitals
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次に、あなたのWebサイトのページのどこに課題があるのかを見てみよう。

Core Web Vitalsのスコアの改善方法

（私はPCのスコアは無視するようにしている。Googleのモバイル ファースト

インデックスでは、モバイルのスコアが重要となるからだ。）

第１章 Core Web Vitals



11

「不良」に該当するURLが０になることが理想であるはずだ。

Core Web Vitalsのスコアの改善方法

私個人の意見ではあるが、スコアの良いURLを優遇するのではなく、スコアの悪

いURLに罰を与えるものであると考えている。そのため、この赤い領域に該当す

るURLがある場合は、優先的に取り組むべきはずだ。

繰り返しとなるが、その取り組み方は、あなたのWebサイトのCore Web Vitals

の状態による。

第１章 Core Web Vitals
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例えば、私のWebサイトの多くのページにおいて、CLSのスコアが低くなって

いる。

Core Web Vitalsのスコアの改善方法

そのため、我々は「ページ読み込み時の安定性の改善」に取り組んだのだ。

第１章 Core Web Vitals
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Googleが来るページエクスペリエンスアップデートについてアナウンスした際、

我々は変更を必要としていることを悟った。

以下のとおり、Backlinkoの読み込み速度は遅い。非常に遅いのだ。

BacklinkoのCore Web Vitalsを改善した方法

第１章 Core Web Vitals



14

努力を怠ってきたわけではない。我々が使用しているWordPressのテーマは軽

いものであるし、画像の圧縮もしている。もちろん、それ以外の最適化も。

しかし、「Backlinkoのページは重いこと」は事実である。

記事の中には、40以上の高解像度のスクリーンショットを掲載しているものも

ある。加えて、ビジュアル、埋め込み動画、アニメーション画像なども掲載し

ている。

BacklinkoのCore Web Vitalsを改善した方法

第１章 Core Web Vitals
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しかし、これらが順位に悪影響を与えていたわけではない。これは、我々が

行ったランキング要素の調査において、「ページスピードとランキングに相関は

なかった」という分析結果に合致するものだ。

BacklinkoのCore Web Vitalsを改善した方法

第１章 Core Web Vitals

ページの読み込み速度と検索結果の
１ページ目のランキングとの相関は無い

順
位

ALEXAのページスピード（ミリ秒）
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しかし、今回のアップデートは様子が異なる。Googleはページの読み込み速度

のみを見ているわけではない。ユーザー体験を直接測定しようとしているのだ。

言い換えれば、今回のGoogleは本気であるということだ。

そのため、我々は直ちに取り掛かることにした。

BacklinkoのCore Web Vitalsを改善した方法

第１章 Core Web Vitals
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具体的には、我々はBacklinkoのソースコードをオーバーホールするよう、代理

店に依頼したのだ。現在は、Next.jsを採用している。

その費用は安くなく、作業は簡単でもなかった。

しかし、最終的にCore Web Vitalsのスコアを大きく改善することができたので

ある。

BacklinkoのCore Web Vitalsを改善した方法

第１章 Core Web Vitals



18

全体的な読み込み速度は下記のとおりである。

BacklinkoのCore Web Vitalsを改善した方法

第１章 Core Web Vitals



19

幸運にも、あなたのWebサイトにおいてもコードのオーバーホールが必要とい

うわけではないだろう。Backlinkoは特殊なケースであった。そのため、大々的

な変更が必要とされていたのだ。

しかし、上記で説明したアドバイスに従えば、十中八九、あなたのWebサイト

のCore Web Vitalsのスコアを改善することができるだろう。

では、２章へと進もう。

BacklinkoのCore Web Vitalsを改善した方法

第１章 Core Web Vitals



Google Passage Ranking

昨年10月に、「Passages」と呼ばれる新しい検索のテクノロジーをGoogleはアナ

ウンスした。

この機能により、Googleはページの特定のセクション（"passage"）を独立して順

位付けることが可能となる。

この機能は、検索全体の７%に該当するとのことだ。これは非常に大きな数字であ

る。

（ペンギンアップデートは全クエリの3.1%に影響するものだった。）

では、Googleのこの新しいランキング要素に対する最適化を見ていこう。

第２章
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GoogleのPassageランキングの仕組

第２章 Google Passage Ranking

Passagesにより、ページ単体ではなく、Googleは特定のページから特定の関連

する一節を順位付けることが可能となる。

（高性能の強調スニペットといったものだろう。）

Googleの説明に記載されていた例を紹介しよう。

変更前：UVセンサー公式のサイトが表示されている

変更後：コミュニティ（フォーラム）の投稿が表示されている
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GoogleのPassageランキングの仕組

つまり、Googleはページ全体の関連性だけを考慮にいれるわけではないのだ。

Googleは、そのページ内の特定のセクションの関連性を重視するようになるの

である。

GoogleのPassageランキングはコンテンツ内のセクションを独立して評価する

第２章 Google Passage Ranking
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GoogleのPassageランキングの仕組

とはいえ、ページ全体も引き続き評価することをGoogleは明言している。

「この変更は、ページ内の一節を独立して個別にインデックスするというもの

ではありません。我々はページをインデックスし、ページ全体について考慮し

た上で、順位を決定します。しかし、Googleはページ内の一節もランキングの

追加要素として考慮できるようになるのです。」

第２章 Google Passage Ranking
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GoogleのPassageランキングの仕組

そのため、被リンク・オンページSEO・ユーザー体験（UX）のシグナルなど、

その他のページ単位でのランキング要素は、引き続き採用される。

唯一の違いは、単体のページが上位表示される可能性が、今まで以上に高まると

いうことだ。そのため各ページが最適化され、組織化されることが前提とされ

るのだ。

これについて、さらに詳しく見ていこう。

第２章 Google Passage Ranking
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コンテンツを各セクションに整理する

Googleはあなたのページの一節を半独立的に順位付けするようになる。

しかし、これは乱雑なページを簡単に整理できるというわけではない。なぜだ

ろうか？

Googleは各セクションをWebページのミニ版として捉えているかもしれない。

第２章 Google Passage Ranking

コンテンツを各セクションに整理することは
GoogleのPassageランキングの助けとなるかもしれない
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コンテンツを各セクションに整理する

つまり、コンテンツをきちんとしたセクションに整理することが必要とされる

のだ。

そして、各セクションは特定のサブトピックを扱うべきだ。

既にページをセクションごとに構成しているだろうか？ もしそうでなければ、

自身のコンテンツを非常にわかりやすいセクションに整理することを勧める。

例えば、私のWebサイトの「SEOとSEM。その違いは？」というページを見て

みよう。

第２章 Google Passage Ranking
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コンテンツを各セクションに整理する

このページは21のセクションに整理されている。

こうすることで、GoogleはH3の配下にある各コンテンツをWebサイトのミニ版

として扱ってくれるはずだ。また、それに応じた順位付けをしてくれるだろう。

第２章 Google Passage Ranking

（各セクションはH3を設定している。）
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長文形式のコンテンツを強化する

長文形式の不都合であった点は、より焦点を絞ったページに順位で負けてしま

うことがあるということだった。

例えば、ブログ記事の導入文について記載しているセクションがあったとしよ

う。

Googleは特定のトピックにおいて

各セクションをページ全体のように扱うこともある

第２章 Google Passage Ranking
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長文形式のコンテンツを強化する

そして、ページ全体が導入文について書かれている記事があったとしよう。

このような場合、Googleはページ全体で導入文について書かれている記事の順

位を高くすることもあった。

なぜなら、競合ページの場合、そのトピックに書かれた内容が100%を占めてい

るからだ。そして、Googleにより、より良い導入文を書きたいと思っている

ユーザーに対し、優れた経験であると判断されるからだ。

しかし、こうした状況は変化しつつある。

現在、Googleは長文形式のコンテンツを、5個、10個、いや、100個以上のユ

ニークな節に分割することができるのだ。

そして、そのそれぞれがGoogleの検索結果で上位表示を獲得する可能性を秘め

ている。

第２章 Google Passage Ranking
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長文形式のコンテンツを強化する

つまり、長文形式のコンテンツは、すでに検索結果の順位において優位に立って

いるのである。

第２章 Google Passage Ranking

順
位

ボディ内の文字数

上位10位のコンテンツの平均文字数は
均一に分布している
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長文形式のコンテンツを強化する

また、バックリンクやソーシャルシェアも獲得しやすい。

Googleは単一のページを複数の節に分解することができるため、2021年のSEO

においても、長文形式のコンテンツは効果的であり続けるだろう。

第２章 Google Passage Ranking

文字数

参
照
ド
メ
イ
ン
数

長文形式のコンテンツは短文形式のブログ記事よりも
多くの被リンクを獲得している



強調スニペットへの最適化

SEMrushによれば、検索全体の6.83%で強調スニペットが表示されているとのこと

だ。

もちろん、強調スニペットは、１位に表示されているページから多くのクリックを

奪っている。

（私が言う、“０位”は新しい“１位"といったものだ。）

問題は、「どのようにして、自身のコンテンツを強調スニペットに採用させるか」

であろう。

この章では、まさにその内容を扱う。

第３章
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最近、私は強調スニペットに採用される施策の優先度を高めた。

その結果、多くの強調スニペットに採用され、その数は390以上となった。

それでは、私が実際に使用したプロセスを紹介していこう。

第３章 強調スニペットへの最適化
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他の多くのSEOの施策と同様、まずすべきことはキーワード調査だ。

すでに上位表示されており、かつ、強調スニペットが表示されているキーワー

ドだ。

なぜ、すでに上位表示されているキーワードであることが重要なのか？

強調スニペットの99.58%において、1ページ目に表示されているページが採用さ

れているからだ。

そのため、10位以内に表示されていなければ、強調スニペットに採用される可

能性がほぼないだろう。

強調スニペットの機会は、どのようにして発見するのだろうか？

Ahrefsの「オーガニックキーワード」のレポートだ。

1.強調スニペットの機会を発見する

第３章 強調スニペットへの最適化
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このレポートを使用すれば、１ページ目に表示され、強調スニペットも表示さ

れているキーワードを見ることができる。

1.強調スニペットの機会を発見する

4,512キーワードもある。まだまだ私もやることが多いようだ。

第３章 強調スニペットへの最適化
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2.「スニペット・バイト」をページに追加する。

「スニペット・バイト」は40-60単語から成るコンテンツのブロックであり、強

調スニペットに採用されることを目的として設計されている。

なぜ、40-60単語なのだろう？

SEMrushがおよそ700万の強調スニペットを対象とした分析をしている。その結

果、40-60単語の長さが、強調スニペットで最も多いことを発見したのだ。

第３章 強調スニペットへの最適化
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2.「スニペット・バイト」をページに追加する。

例えば、私は、The Content Marketing Hubのほぼ全てのページに短い定義文を

スニペット・バイトとして記載している。

第３章 強調スニペットへの最適化
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2.「スニペット・バイト」をページに追加する。

そして、定義が求められる多くのキーワードで強調スニペットに採用されるよ

うになった。

第３章 強調スニペットへの最適化
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2.「スニペット・バイト」をページに追加する。

HubSpotはさらに高いレベルでスニペット・バイトを活用している。

彼らは、強調スニペットと似ているレイアウトで、自身のページにスニペット

バイトを記載しているのだ。

第３章 強調スニペットへの最適化
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3.自身のコンテンツをその他のタイプの

強調スニペットに適した形にする

スニペット・バイトは、「パラグラフ・スニペット」と呼ばれる、下記のよう

な強調スニペットに対して有効な施策だ。

第３章 強調スニペットへの最適化
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3.自身のコンテンツをその他のタイプの

強調スニペットに適した形にする

パラグラフ・スニペットは、強調スニペットの81.9%を占めている。

第３章 強調スニペットへの最適化

全スニペットに対する割合

ス
ニ
ペ
ッ
ト
の
種
類

パラグラフスニペット

リスト形式のスニペット（箇条書き・番号付き）

テーブルスニペット
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3.自身のコンテンツをその他のタイプの

強調スニペットに適した形にする

しかし、パラグラフ・スニペットだけが全てではない。

リスト・スニペットに採用されたいのであれば、あなたのリストの各項目に、

H2やH3を設置しよう。

（これが適切に設置されているかどうかは、HTMLを直接確認することでわかる

だろう。）

第３章 強調スニペットへの最適化

<H3>小見出し</H3>
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3.自身のコンテンツをその他のタイプの

強調スニペットに適した形にする

Googleはあなたのコンテンツからこうした小見出しを引用し、強調スニペット

に含めている。

第３章 強調スニペットへの最適化

強調スニペット
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3.自身のコンテンツをその他のタイプの

強調スニペットに適した形にする

表形式の強調スニペットに採用されたいのであれば、Googleが簡単にデータを

引用できるテーブルを作成する必要がある。

例えば、下記の表形式の強調スニペットを見てみよう。

第３章 強調スニペットへの最適化
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3.自身のコンテンツをその他のタイプの

強調スニペットに適した形にする

これは、下記の非常によくできたテーブルから引用されている。

それでは、次の章へ進もう。

第３章 強調スニペットへの最適化



ビジュアル検索の台頭

ビジュアル検索はSEOの状況を大きく変えるものなのだろうか？

まだそうではない。

しかし、現在の状況を見ると、ビジュアル検索は2021年に大きく飛躍する可能性が

ある。

この章では、あなた知るべきビジュアル検索について扱おう。

第４章
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ビジュアル検索の急増

第４章 ビジュアル検索の台頭

かつて無いほどに、多くのユーザーがビジュアル検索を行っている。

いくつかのデータを見てみよう。

Google Lensは10億回使用されている。

Google Lensは10億回使用されている
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ビジュアル検索の急増

Pinterestでは、月間６億回のビジュアル検索が行われている。

アメリカの消費者の36%がビジュアル検索を使用している。

第４章 ビジュアル検索の台頭
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ビジュアル検索の技術は非常に優れている

ビジュアル検索は未だ黎明期である。

しかし、ビジュアル検索はすでに非常に優れている。

信じられないだろうか？

あなたのモバイルデバイスでGoogle Lensを起動し、部屋の中のものをスキャン

してみよう。

多くのものを特定できることがわかるはずだ。

第４章 ビジュアル検索の台頭
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ビジュアル検索の技術は非常に優れている

今日、Google Lensは10億の対象物を特定することができる。そして、その数は

毎日増加している。

Bingのビジュアル検索も使用してみよう。こちらも非常に優れている。

第４章 ビジュアル検索の台頭
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一度使い始めれば、ビジュアル検索が非常に便利であることに気がつくだろう。

特に下記の場合においては。

ユーザーは画像で検索したい

• ショッピング

• 道案内

• 目的地の特定

• ローカルビジネスのレビュー

• 翻訳

• レシピ

• 栄養価

• その他

これが、若い消費者の62%がさらに多くのビジュアル検索の技術を求めている

理由となっている。

第４章 ビジュアル検索の台頭

回答者の割合

若い消費者の62%がさらに多くの
ビジュアル検索の技術を求めている

若いミレニアル世代（18-20）

オールドなミレニアル世代（21-34）



52

ビジュアル検索への最適化

昨年の初め、我々はビジュアル検索のランキング要素についての調査を行った。

この調査の結果をいくつか紹介しよう。

第４章 ビジュアル検索の台頭
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モバイルフレンドリーのページが大きな優位性を持つ

Google Lensでの検索結果のうち、10個中９個がGoogleのモバイルフレンド

リーテストに合格しているページである。

Google Lensでの検索のほぼ100％がモバイルデバイスで行われていることを考

えれば、GoogleがモバイルフレンドリーのWebサイトを好むことは、理にか

なっていると言える。

第４章 ビジュアル検索の台頭
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通常の画像SEOも効果的

我々の調査では、通常の画像SEOのテクニック（画像のファイル名やalt属性の

最適化など）はGoogle Lensのランキングにおいても助けになることがわかって

いる。

また、権威性の高いページやサイトは、Google Lensでの検索結果でも頻繁に表

示されるようだ。

第４章 ビジュアル検索の台頭

平均的なGoogle Lensの検索結果のページオーソリティは35

ドメインオーソリティは64

ページオーソリティ ドメインオーソリティ
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Google Lensの検索結果は

コンテンツが豊富なページである傾向がある

Googleは、Google Lensの結果を非常に多くのテキスト（平均で1,600単語）の

ページから採用していることを、我々は発見した。

Google Lensの検索結果のページの平均単語数は1,631

当初、この結果には驚いていた。しかし、Googleページ内のテキストコンテン

ツは画像SEOにとっても重要であると述べているため、理にかなった結果と言

えるだろう。

第４章 ビジュアル検索の台頭

1,631単語



ドメインオーソリティ2.0

かつて、ドメインオーソリティはリンクが全てであった。

しかし、今はそうではない。

今日、Googleはあなたのサイトを専門性、権威性、信頼性をベースに評価している。

E-A-Tとして知られる概念だ。

多くの意味で、E-A-Tはドメインオーソリティ2.0と言える。

そして、この章では、この重要なSEOのトレンドについてあなたが知るべきことを

紹介する。

第５章

56
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Googleの最新の品質評価ガイドラインは、まさにE-A-Tに注力している。

第５章 ドメインオーソリティ2.0

もちろん、E-A-Tはこのガイドラインの一部として、何年間も登場している。

しかし、E-A-Tは以前よりも重要なランキング要素となっている。
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例えば、Googleが作成した「検索アルゴリズムの仕組み」では、「信頼できる

ソース」を上位に表示させる旨が記載されている。

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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また、E-A-Tを重要なランキングシグナルとして言及している。

こうした背景を知った上で、あなたのWebサイトのE-A-Tを向上させる方法を見

ていこう。

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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専門家になる（もしくは、雇う）

コンテンツを書くためにフリーランスのライターをランダムに雇ったとしたら、

あなたはきっと問題を抱えることになるだろう。

なぜなら、Googleはその領域における専門家によって書かれたコンテンツを上

位表示させたいと考えているからである。

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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専門家になる（もしくは、雇う）

医療系のコンテンツにおいては、「医療の専門家によって書かれなければなら

ない」とまで言っている。

「高いレベルのE-A-Tのアドバイスは、適切な医療の専門家や認証機関の人、も

しくは、機関によって作成されるべきです。」

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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専門家になる（もしくは、雇う）

これをごまかすことは非常に難しい。

そのため、2021年にあなたのコンテンツを上位表示させたいのであれば、その

領域について明るい人物によって書かれる必要があるのだ。

（特に健康系の領域においては。）

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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透明性の担保

GoogleはあなたのWebサイトのE-A-Tを把握するため、おそらくはオフサイト

のシグナルを注視している。

というのも、品質評価ガイドラインの多くは、Webサイト自体の評価方法に多

くのページを割いている。例えば、下記の指摘も見られる。

「我々は、多くのWebサイトが誰（個人、企業、ビジネス、機関など）がその

Webサイトについての責任を負うことや、連絡方法を記載していると見込んで

います。」

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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このことから、下記のようなページが必要とされることがわかる。

透明性の担保

• 詳細なアバウトページ

• 簡単に発見できるコンタクトページ

• ソースへの外部リンク

• プライバシーポリシーと利用規約

• 全ての記事に記載されている、著者のプロフィール

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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GoogleによるE-A-Tの評価の多くが、あなたのWebサイト外で行われている。

これは実に理にかなっている。

どのような人物も、自身が専門家であると主張することは可能だ。

しかし、他のWebサイトの同意も得られるだろうか？

これは、まったく別の話である。

実際、Googleのガイドラインには、下記の言及が見られる。

言及される

「とあるWebサイトが何かを言及し、しかし、別の信頼できるWebサイトがそ

の主張に同意していないのであれば、外部のソースを信用する。」

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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そのため、素晴らしいWebサイトを作成することはもちろん、どのようにすれ

ば、他のWebサイトがあなたのWebサイトについて言及してくれるのだろう

か？

まず、他の信頼できるWebサイトの多くから言及される必要がある。これらは、

リンクでなくても良い。

言及される

「ゲイリーにE-A-Tについて質問しました。彼いわく、大部分は権威性のある

Webサイトでのリンクや言及をベースにしている、とのことだ。つまり、ワシ

ントンポスト紙があなたについて言及したのであれば、それは良いことだ。彼

はまた、品質評価ガイドラインのE-A-Tについて書かれているセクションに目を

通すことも勧めていた。」

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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下記のような言及があれば、Googleがあなたのことを特定の領域における専門

家であると理解する手助けとなるだろう。

言及される

第５章 ドメインオーソリティ2.0



68

次に、あなたのWebサイト全体が、特定のトピックと関連付けられている必要

がある。

繰り返しとなるが、これらは、オフサイトでの言及である。特に、あなたの領

域における権威性のあるサイトでの言及は重要である。

言及される

「Webサイトの評判は、専門家の意見がどうであるかに基づいて判断させるべ

きだ。」

第５章 ドメインオーソリティ2.0
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例えば、AhrefsによってNo.1のSEOブログであると記載されることは、Google

におけるBacklinkoの評判を向上させる手助けとなるはずだ。

言及される

第５章 ドメインオーソリティ2.0



動画の急増

オンラインでの動画は、現在、非常に急増している。

Ciscoによれば、「2022年までにあらゆるオンラインのトラフィックの82%が動画

で占められる」とのことだ。

しかし、それでもなお、世界中の動画への需要を満たしていないのかもしれない。

かつて無いほど多くの動画が登場している事実にもかかわらず、HubSpotは「43％

のユーザーはより多くの動画コンテンツを求めている」と主張している。

まとめると、

あなたのデジタル計画の一部に動画が含まれていないのであれば、その計画は失敗

してしまうことだろう。では、あなたのSEOを改善させるための動画の活用法を見

ていこう。

第６章

70
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第６章 動画の急増

検索結果に動画の強調スニペットが多く表示されていることに気がついている

かもしれない。

動画の強調スニペット
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実際、Googleは「強調スニペットの再紹介」のレポート内で、動画の強調スニ

ペットを紹介している。

動画の強調スニペット

「強調スニペットはテキストコンテンツのためだけではありません。我々が

ローンチした動画の強調スニペットは、「あなたの髪を編む方法」のように、

ユーザーを動画内の適切な箇所へ直接遷移させます。」

私は、2021年にはより多くの動画の強調スニペットが表示されると予測してい

る。

私が見る限り、動画の強調スニペットに採用されるために最も重要な3項目を紹

介しよう。

第６章 動画の急増
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これは大きなポイントだ。

わかりやすいセクションは、Googleが動画内のコンテンツを理解する手助けと

なる。

1.コンテンツを個々のセクションに整理する

第６章 動画の急増
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こうすることで、Googleがスニペット内であなたの動画から異なるクリップを

使用しやすくなる。

1.コンテンツを個々のセクションに整理する

第６章 動画の急増
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Googleは、あなたの動画の内容を把握するために、タイトル・ディスクリプ

ション・タグを使用する。

2.動画をSEOに最適化する

そのため、明確にセクションを分けた動画を公開することに加え、動画をSEO

に最適化することも重要だ。

実際、HubSpotが行った、165の動画の強調スニペットを対象とした調査では、

80％がタイトル内にキーワードが含まれていることがわかっている。

第６章 動画の急増
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YouTubeが自動的に生成するキャプションはとても優れている。

3.字幕の提供

しかし、100％ではない。

そのため、YouTubeとGoogleが動画内のすべての言葉を理解できる可能性を高

めるために、字幕をアップロードしよう。

第６章 動画の急増
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YouTubeは世界で２番目に巨大な検索エンジンである。

（JumpShotとMozの創業者であるランド・フィッシュキン氏の調査によれば、

YouTubeはBingの２倍人気であるとのことだ。）

YouTubeチャンネルを育てる

驚くべきことに、YouTubeはまだ成長を続けている。

端的に言うと、かつてないほどに、より多くのユーザーがYouTubeで何かを検

索しているのだ。

そのため、2021年にSEOでより多くのトラフィックを得たいのであれば、

YouTube用にコンテンツを作成し、最適化させることをお勧めする。

無視することができないほど巨大な検索エンジンなのだ。

第６章 動画の急増

検索エンジンの人気度
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動画の一番良いところは何か？

動画作成をためらっているマーケターは多い。そのため、あなたの動画を見ても

らうことは非常に簡単であろう（あなたが高品質な動画を作成できることが前

提ではあるが）。

例えば、私のチャンネルには39の動画がある。そして、この39の動画は月間で

22万8千ビューを生み出している。

YouTubeチャンネルを育てる

（お察しのとおり、このビューの多くがWebサイトへの訪問者、リード、顧客

へと変わっている。）

第６章 動画の急増
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さらに、SEOに最適化されたYouTube動画を公開することができれば、Google

の検索結果での表示も期待できるのだ。

なぜだろうか？

Googleの検索結果の55％には、少なくとも１つの動画が表示されているのだ。

（そして、その動画のほぼ全てが、YouTubeからの動画である。）

YouTubeチャンネルを育てる

第６章 動画の急増
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YouTubeチャンネルを育てる

GoogleがYouTubeを保有していることを考えると、2021年には、より多くの

YouTube動画が表示されることも予測できる。

下記はその一例である。

第６章 動画の急増
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テキストベースのブログ記事に

動画コンテンツを埋め込む

ユーザーがより多くの動画コンテンツを求めているのであれば、なぜ、それを

提供しないのだろうか？

これが、ブログ記事に動画コンテンツを埋め込むことを私がおすすめする理由

である。また、私のGoogle Analyticsのデータでは、この施策は直帰率の改善に

大きく寄与することがわかっている。

第６章 動画の急増

動画の埋め込みは直帰率を減少させる

直帰率
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下記にその一例を記載しよう。

テキストベースのブログ記事に

動画コンテンツを埋め込む

第６章 動画の急増



検索意図の理解

ここ数年、検索意図はSEO業界での巨大なトピックであった。

それには正当な理由がある。

検索意図に合致しないコンテンツは、上位に表示されないのだ。

そして、ユーザーが求めるものをGoogleが正確に提供する能力はますます向上して

いくため、検索意図に合致したコンテンツの作成は、2021年のSEOにおいて必須と

言えるだろう。

第７章

83
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第７章 検索意図の理解

各キーワードの意図を特定する

各キーワードには、その背景に意図が存在する。

それは、何かを探す目的かもしれないし、

何かを購入する目的かもしれないし、

商品Aと商品Bを比較することが目的かもしれない。

そして、あなたのコンテンツが検索意図に合致すればするほど、上位表示の可

能性は高くなる。

そのため、最初のステップは、ターゲットキーワードの検索意図を把握するこ

とだろう。
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各キーワードの意図を特定する

しかし、通常はここまで簡単にはいかない。ほとんどのキーワードの場合、そ

のキーワードの検索意図についてあなたが知るべき全てを、検索結果が伝えて

くれる。

キーワード内にそのまま表れる検索意図もある。

第７章 検索意図の理解
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各キーワードの意図を特定する

例えば、「プロテインパウダー」というキーワードを例に挙げてみよう。

このキーワードで検索したユーザーの中で、プロテインを購入したいという

ユーザーはいるだろう。もしくは、プロテインについての詳細を知りたい場合

も考えられる。

Googleの検索結果の１ページ目を見てみると、「プロテイン パウダー」と検索

しているユーザーの多くが、情報を求めていることがわかる。

第７章 検索意図の理解
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検索意図に合致するコンテンツの作成

検索意図は特定できた。次に、ユーザーが求めているものと完全に合致してい

るコンテンツを公開しよう。

例えば、「YouTubeのチャンネル登録者数を増やす方法」という検索結果ペー

ジ（SERPs）を分析した際、私は、リスト系の記事が多く表示されていること

に気がついた。

第７章 検索意図の理解
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検索意図に合致するコンテンツの作成

そのため、これは「ハウツー」系のキーワードではあるが、私はステップごと

の解説記事を公開しなかった。

その代わり、リスト系の記事を公開したのである。

第７章 検索意図の理解
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検索意図に合致するコンテンツの作成

私が作成したコンテンツはユーザーが求めていたコンテンツであったため、上

位３位に表示させることができた。

第７章 検索意図の理解
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古いコンテンツを検索意図に再度最適化させる

しかし、このキーワードで検索したユーザーが本当に求めているものをGoogle

がよりよく理解できるようになるにつれ、私の記事の順位は下降していった。

検索意図への最適化は、新しいコンテンツに限ったことではない。

検索意図により合致させるため、古いコンテンツを調整することだってできる。

オンページのSEOや全体的なユーザー体験の改善が目的でもかまわない。

例えば、この記事は「SEO キャンペーン」というキーワードで上位に表示され

ていた。

第７章 検索意図の理解
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古いコンテンツを検索意図に再度最適化させる

そのため、私はこの記事を各段階に分けたガイド記事に変更した。

これは、理にかなっている。「SEO キャンペーン」と検索したユーザーは、ど

この誰とも知らない人間のケーススタディを求めているわけではない。各ス

テップのリストを求めているのだ。

第７章 検索意図の理解
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古いコンテンツを検索意図に再度最適化させる

現在、この記事は古いバージョンと比べ、156.46%も多くのトラフィックを獲得

している。

第７章 検索意図の理解



CTRの減少へ抗う

自然検索検索結果のクリック率が減少していることは、否定できないだろう。

実際、2015年以降、モバイル検索結果のCTRが41.4%減少しているとする調査もあ

る。

なにか秘密があるわけではない。Googleは、アンサーボックス、広告、カルーセル、

People also askなど、様々な機能によって、自然検索結果を締め出しているからで

ある。

そのため、検索結果で目立ち、「クリックしてくれ！」と叫ぶ必要があるのである。

さもなければ、あなたのページは無視されてしまうだろう。

第８章

93
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第８章 CTRの減少へ抗う

URL内にキーワードを含める

2019年に、我々は自然検索の大規模なCTR調査を行った。
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URL内にキーワードを含める

この調査で最も興味深かった発見の１つが、キーワードを含んだURLのほうが、

キーワードを含めていないURLと比べ、45%多くクリックされていたことだっ

た。

第８章 CTRの減少へ抗う

C
T

R

キーワードが含まれているURLと
CTRは相関が見られる

順位
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感情を使用する（過度にならない程度に）

我々の調査では、感情的なタイトルは比較的クリック率が高いことがわかって

いる。

第８章 CTRの減少へ抗う

感情的なタイトルはクリック率が高い

C
T

R

順位

感情的

自然
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感情を使用する（過度にならない程度に）

検索者は魅力的なタイトルをクリックしたがるようだ。しかし、あまりにもタ

イトルの訴求が強すぎると、他の検索結果をクリックしてしまうようだ。

しかし、「パワーワード」が含まれているタイトルの場合、クリック率が14%

減少することもわかっている。

第８章 CTRの減少へ抗う

タイトル内のパワーワードはクリック率の
低さと相関している

C
T

R

順位

パワーワード有り

パワーワード無し
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全てのページにメタディスクリプションを書く

言い換えると、全てのページのディスクリプションを100％オリジナルにすべき

だ。検索結果画面でユーザーのクリックを促す内容にしよう。

たったの２分間でCTRを約６％改善できる施策なのである。

第８章 CTRの減少へ抗う

メタディスクリプションのあるページは
メタディスクリプションのないページよりも平均のクリック率が高い

C
T

R

順位

メタディスクリプション有り

メタディスクリプション無し



すぐに役に立つSEOのアドバイス

この章では、すぐに役立ついくつかの施策を紹介しよう。

2021年でも効果的なはずだ。

ボーナス章

99
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ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス

「調査コンテンツ」を公開する

ブロガーやジャーナリストはデータが好きだ。

統計、調査、業界研究などで彼らの注目を引けば、きっとリンクを設置してくれ

るだろう。

例えば、2020年に、我々は５つの調査コンテンツを公開した。
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「調査コンテンツ」を公開する

そして、これら５記事は22,926のバックリンク、23,217のソーシャルシェア、

262,983の訪問を生み出してくれた。

調査コンテンツの弱点としては、リスト系の記事やケーススタディの記事と比

べ、非常に多くの労力が必要とされることだ。

しかし、適切に作成できた場合、その労力はきっと報われるだろう。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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ビジュアルコンテンツを作成する

（特に「コンセプト・ビジュアル」）

コンテンツの90％以上にビジュアルを

使用しているマーケターの割合

動画と同様、ビジュアルコンテンツも急速に成長している。

実際、87.5%のマーケターがコンテンツマーケティングの中にビジュアルコンテ

ンツを活用しているとする調査もある。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス

年
齢
の
セ
グ
メ
ン
ト

マーケターの割合
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ビジュアルコンテンツを作成する

（特に「コンセプト・ビジュアル」）

また、PinterestやInstagramなどのソーシャルメディアのおかげで、ビジュアル

コンテンツは2021年でも成長し続けていくだろう。

このトレンドをどのように活用することができるだろう？

より多くのビジュアルコンテンツ、特に「コンセプト・ビジュアル」を作成す

るのだ。

自身の経験によると、「コンセプト・ビジュアル」はインフォグラフィックと

同等の効果が期待できる。

（コンセプト・ビジュアルは、他のサイトが自身のコンテンツに用意に組み込

むことができる画像である。そうすれば、多くの場合でリンクを設置してくれ

る。）

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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ビジュアルコンテンツを作成する

（特に「コンセプト・ビジュアル」）

この画像は複雑なコンセプトを視覚的に説明できているため、この画像を自身

のコンテンツに埋め込んでくれる人が多くいた。

実際、このコンセプト・ビジュアルは20本以上のリンクを獲得している。

例えば、下記は私のガイドに記載している簡単なビジュアルである。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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ポッドキャストのショーノートを

SEOに最適化させる

• 導入文

• 小見出し

• スクリーンショットや画像

• 内部リンクと外部リンク

• コメント欄

多くの人がポッドキャストを使用している。

しかし、ショーノートをGoogleで上位表示することができているのは僅かだ。

幸運にも、ポッドキャストのショーノートをSEOに最適化させることは、それ

ほど難しいことではない。その方法を紹介しよう。

まず、あなたのインタビューの完全な文字起こしを手に入れよう。

そして、その文字起こしを元にブログ記事にすればよい。

しかし、文字起こしをそのままコピーして貼り付けるわけではない。

文字起こしをブログ記事として再活用させるのだ。具体的には、下記の項目を

追加する。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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ポッドキャストのショーノートを

SEOに最適化させる

そして、通常どおり、オンページのSEOを施すのだ。

これで完璧だ。

下記に具体例を記載しよう。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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ポッドキャストのゲストとして

リンクを構築する

ポッドキャストは私の大好きなリンク構築の方法の1つだ。

ゲスト投稿と同様に考えてみよう。出演し、あなたが知っていることを共有し、

バックリンクを獲得する。

ポッドキャストの人気は急速に高まっている。実際、１億人のアメリカ人が最

低でも月に１度はポッドキャストを聞いているのだ（これは昨年よりも10％伸

びている）。

これは、今年度においてもポッドキャストからリンクを得る機会が増えると言

えるだろう。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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コンテンツハブを公開する

コンテンツハブは、特定のトピックを扱う、関連性のあるコンテンツの一塊で

ある。

しかし、ランダムにリンクで繋がっているブログ記事とは違い、１つの「ハ

ブ」の中のエントリーとして提示するのだ。

また、ハブのトップページも作成しよう。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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コンテンツハブを公開する

今まで、我々はBacklinkoで３つのコンテンツハブを公開している。

• YouTubeマーケティングハブ

• SEOマーケティングハブ

• コンテンツマーケティングハブ

これらは、非常に上手くいっている。

実際、コンテンツマーケティングハブを構成する記事だけで、毎月26,438の訪

問者を運んでくれている。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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コンテンツハブを公開する

これらのハブは、あなたのWebサイトのSEOに、２つのことをもたらしてくれ

る。

まず、ハブは、人々が共有したりリンクを設置したくなる「WOW」コンテンツ

である。

コンテンツハブの作成に必要な労力を割く人はほとんどいない。そのため、作

成さえすれば、それだけで目立てるのである。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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コンテンツハブを公開する

次に、ハブページは戦略的に多くの定義系のキーワードで上位表示されるよう

に設計されている。

例えば、SEOマーケティングハブの１つの記事には、「LSIキーワード」という

ターゲットキーワードに最適化させている。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス
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コンテンツハブを公開する

そして、私が「最適化」という言葉を使う場合は、ただ単にキーワードをタイ

トルタグに含めるというだけではない。

コンテンツが検索意図に1000％合致していなければならない。

例えば、「LSIキーワード」と検索したユーザーは、この言葉の基本的な知識を

得たいと思っている。それ自体が何であるのか、また、SEOにとってなぜ重要

なのか、といった知識である。

そして、各記事はその重要なトピックを提供するように構成されている。

ボーナス章 すぐに役に立つSEOのアドバイス



さあ、次はあなたの番だ

以上が、2021年に向けて私が準備していることだ。

次は、あなたに準備をしてもらいたい。ここで紹介した戦略の中で、どれをまずは

試したいと思うだろうか？

「調査コンテンツ」の作成？ CTRの改善？

ぜひSNSや社内のコミュニケーションツールでこのガイドをシェアして議論してほ

しい。
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最後までご覧いただきましてありがとうございます。

2020年のガイドと比べるとボリュームも増し、よりSEOの複雑性、そして重要

性が増していることがわかります。

どれも重要な内容であったかと思いますが、ぜひ貴社における優先度をご判断

いただく際に当ガイドを活用いただけますと幸いです。

最後になりますが、アイオイクス株式会社では、20年近くSEOに携わったこと

から培われた普遍的なノウハウと時代に合わせた手法をコンサルティングサー

ビスという形で提供しております。

もし、「知見やリソースが不足している」「これからSEOに取り組んでいきた

いと考えている」など、SEOやWebマーケティングへの課題をお持ちであれば、

ぜひお問い合わせください。

お問い合わせは以下のリンクよりお願いいたします。

SEO Japan問い合わせフォーム

最後に（SEO Japanより）

アイオイクス株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿３丁目46-3

TEL：03-6408-2870

https://www.ioix.com/

https://www.seojapan.com/（サービスサイト）

https://www.seojapan.com/contact/
https://www.ioix.com/
https://www.seojapan.com/

