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国立大学との産学共同研究
AI/自然言語処理技術を活用した

コンテンツ&SEOプラットフォーム
「MIERUCA（ミエルカ）」

ツール 学習 コンサル



リリース3年、導入1,000アカウント突破!

※順不同



Web担で連載やってます
コンテンツマーケティング最前線 検索

ノウハウ取組事例



株式会社Faber Company
マーケティングディレクター

川合 孝治
kawai  takaharu

・経歴:上級WEB解析士
SEM、SEOコンサルタントとし

て経歴9年



今回のお話はこちら

自然検索箇所



Googleの検索エンジンによる
サイトの評価軸と密接な関係がある



①SEO内部施策

②コンテンツ

③外部施策サ
イ
ト
の
評
価

Googleの検索エンジンによる
サイトの評価軸と密接な関係がある

2012年頃



2011年
パンダ

2012年
ペンギン

10//

・低品質コンテンツ ・不自然リンク
・過剰SEO

テクニカルなSEO対策にメス



②コンテンツ

③外部施策

2012年以前 2012年以降
①SEO内部施策

自然検索における優先度が大幅に変更

サ
イ
ト
の
評
価



②コンテンツ

③外部施策

自然検索における優先度が大幅に変更
コンテンツが注目されるようになる
（≒コンテンツしか差別化要因がなくなる）

2012年以前 2012年以降
①SEO内部施策

サ
イ
ト
の
評
価



“言葉”の意味を理解
“意図”を理解

パンダペンギン 2013年
ハミングバード

2011年
パンダ

2012年
ペンギン

大きく商流が変わるアップデート



14//「言葉の背後にある意味を理解して
る」

Google スパム対策リーダー
（検索エンジンの最適化の対策に従事）

Meaning behind Words

「言葉の背後にある意味を理解」



15//

検索意図（インテント）に対して
有用で信頼できるコンテンツを

ユーザーに提供する
ことが重要である



16//

整理
1. ペンギン・パンダアップデート
2. ハミングバードアップデート

→ アルゴリズム（検索順位）が
大幅に変わった

→ チャンス

→ テクニカルな新たなSEO対策
（≒昨今より話題のキューレーション問題）

ユーザーに有用で信頼できる情報を提供する
ことよりも、検索結果のより上位に自ページを
表示させることに主眼を置く、品質の低いサイ
トの順位が下がります。その結果、オリジナル
で有用なコンテンツを持つ高品質なサイトが、
より上位に表示されるようになります。



掃除機 壊れた

ユーザの検索意図は?



引用）http://www.ozuki.com/sho-ei/service/service04.htm



引用）http://www.ozuki.com/sho-ei/service/service04.htm

タイトルや本文内に
「壊れた」

という文言がない



よりユーザ行動をベースに
掃除機 壊れた 掃除機 修理

原 因
原 因
原 因
原 因

修理料金
修理料金

買い替え
修理相談



よりユーザ行動をベースに
掃除機 壊れた 掃除機 修理

原因
（壊れた?）

修理・買替
（壊れてる）

全く異なる検索結果



検索意図の理解とは





ニキペディアの事例
・ザ・プロアクティブカンパニーさまの

運営する「ニキビ」に関する総合情報サイト
・コンテンツ数200超、月間90万PV以上



ニキビ 食べ物

ユーザーの知りたいことは何か?



選択肢

ニキビに“悪い”食べ物

ニキビに“良い”食べ物

ニキビって食べ物?



改善コンテンツ



改善コンテンツ

「ニキビ 食べ物」
15～20位で停滞



コンテンツ構成
ニキビができやすくなる食べ物

糖分の摂り過ぎは注意

アルコールの摂り過ぎは厳禁

油脂分が多いものはNO!

辛いものの刺激が…

バランスの良い食事が…

十分良いコンテンツなのに
なぜパフォーマンス低下?





Step1.サジェストKWで網羅性を

Step2.上位サイトでユーザニーズを

Step3.Q&Aサイトでさらに深掘り

明日から実践できる3ステップ



Step1.サジェストキーワード
検索時に出てくる「候補キーワード」
ユーザの“検索頻度”と”関連性”で表示

あ~ん
A～Z
0~9

関連キーワード取得ツール

Goodkeyword

キーワードプランナー



Step1. 「ニキビ 食べ物」の
サジェストキーワード

サジェストキーワード
ニキビ 食べ物
ニキビ 食べ物 コンビニ
ニキビ 食べ物 悪い
ニキビ 食べ物 原因
ニキビ 食べ物 関係ない
ニキビ 食べ物 関係
ニキビ 食べ物 みかん
ニキビ 食べ物 レシピ
ニキビ 食べ物 影響
ニキビ 食べ物 即効性
ニキビ 食べ物 良い
ニキビ 食べ物 アレルギー
ニキビ 食べ物 あご

ニキビ 食べ物 いい
ニキビ 食べ物 一覧
ニキビ 炎症 抑える 食べ物
ニキビ 炎症 食べ物
ニキビ 栄養 食べ物
ニキビ 食べ物 おすすめ
ニキビ 抑える 食べ物
おでこ ニキビ 食べ物
おでこ にきび 食べ物
男 ニキビ 食べ物
おしり ニキビ 食べ物
お肌 ニキビ 食べ物
ニキビ 食べ物 改善

「ユーザの知りたいこと」
でまとめる



Step2.検索上位サイトを読み込む

Web検索で上位に表示され
ている情報（ページ）を分析。

検索上位≒ユーザの知りたい事



Step2.検索上位サイトを読み込む



Step2.検索上位サイトを読み込む

・状況
・悩み
・原因
・解決策 等

10位までチェックしてメモ
できれば20位くらいまでみる



Step3.もっと深く検索意図を考察

ユーザだけの“言葉”で語られてい
る情報(≒Q&Aサイト)から
より詳細な検索意図に迫る

「＋αの提案」で差別化する



Step3.Q&Aサイトは宝の山

引用: http://oshiete.goo.ne.jp/



Step3.Q&Aサイトは宝の山

引用: http://oshiete.goo.ne.jp/

拾いきれなかっ
た細かいニーズ
に気づける

Q&Aサイトを横断的にチェック
質問100個は確認する



タイトルは
検索者の悩みに寄り添う

タイトルは
検索者の悩みに寄り添う

構成案に落とし込む

見出し(h2)をつけて
段落ごとに言いたいことを整理

見出し(h2)をつけて
段落ごとに言いたいことを整理

ディスクリプション
（説明文）も大事

ディスクリプション
（説明文）も大事



全行程でおよそ2～3日かかります

Step1.サジェストKWで網羅性を

Step2.上位サイトでユーザニーズを

Step3.Q&Aサイトでさらに深掘り





MIERUCAを使えば
効果的・効率的にできます!

2日→1~2時間程度に短縮



Step1.サジェストKWネットワーク



Step2,3.「ニキビ 食べ物」重要トピック
Web検索結果 Q&Aサイト

出現回数 キーワード 出現回数 キーワード

152 肌 5 関係
50 ビタミンB 2 中性脂肪
57 ビタミンC 3 肌荒れ
33 ビタミン 3 薬
105 皮脂 2 回答
39 ビタミンA 2 一つ
94 効果 2 人
25 ビタミンE 2 効果
124 原因 2 改善
76 人 2 食生活
28 洗顔 2 オススメ
12 ケア 2 肌
36 分泌 2 飲み物
22 思春期 1 コンビニ弁当
15 ビタミンB群 1 調理法
27 食物繊維 1 こうや豆腐
33 方法 1 食品類
26 野菜 1 はと麦茶
12 スキンケア 1 にきび対策

重
要
度

高



Web検索結果 Q&Aサイト
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Step2「ニキビ 食べ物」重要トピック
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Step2「ニキビ 食べ物」重要トピック



Web検索結果 Q&Aサイト
出現回数 キーワード 出現回数 キーワード

152 肌 5 関係
50 ビタミンB 2 中性脂肪
57 ビタミンC 3 肌荒れ
33 ビタミン 3 薬
105 皮脂 2 回答
39 ビタミンA 2 一つ
94 効果 2 人
25 ビタミンE 2 効果
124 原因 2 改善
76 人 2 食生活
28 洗顔 2 オススメ
12 ケア 2 肌
36 分泌 2 飲み物
22 思春期 1 コンビニ弁当
15 ビタミンB群 1 調理法
27 食物繊維 1 こうや豆腐
33 方法 1 食品類
26 野菜 1 はと麦茶
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重
要
度

高

Step3.「ニキビ 食べ物」ニーズ深掘り



Web検索結果 Q&Aサイト
出現回数 キーワード 出現回数 キーワード

152 肌 5 関係
50 ビタミンB 2 中性脂肪
57 ビタミンC 3 肌荒れ
33 ビタミン 3 薬
105 皮脂 2 回答
39 ビタミンA 2 一つ
94 効果 2 人
25 ビタミンE 2 効果
124 原因 2 改善
76 人 2 食生活
28 洗顔 2 オススメ
12 ケア 2 肌
36 分泌 2 飲み物
22 思春期 1 コンビニ弁当
15 ビタミンB群 1 調理法
27 食物繊維 1 こうや豆腐
33 方法 1 食品類
26 野菜 1 はと麦茶
12 スキンケア 1 にきび対策

Step3.＋αの視点も重要

重
要
度

高

関係があるかどうか
飲み物も教えて!





ニキビに“悪い”食べ物だけでは
なく、“良い”食べ物も知りたい!

さらに「どうすれば改善するのか、
何が悪いのか」具体例も欲しい!

「ニキビ 食べ物」検索意図



選択肢

ニキビに“悪い”食べ物

ニキビに“良い”食べ物

ニキビって食べ物?も も正解!



【新】コンテンツ構成

ニキビと食事の関係

ニキビに効く栄養素と食べ物

ニキビの原因となる食べ物4種

バランスの良い食事が…

糖分 アルコール 辛いもの 油脂分

ビタミン 食物繊維 具体的施策

ニキビに“効く食べ物”と“原因となる食べ物”

野菜ジュース
スムージー



【新】コンテンツ





「ニキビ 食べ物」検索順位状況

ニキペディア

競合A

競合B

12/16
公開



ニキペディア

競合A

競合B

12/16
公開

公開直後に 5位 まで順位上昇!
3月末時点では 4位 表示

「ニキビ 食べ物」検索順位状況

5位



改修前後のセッション比較

改修前(9/16～12/15): 1,285
改修後(12/16～3/15):12,793

アクセス 倍増



4位→2位へのインパクト

検索4位(1/1 ～ 3/31): 16,381
検索2位(4/1 ～ 6/30): 33,279

さらにアクセス 2倍増!
現状 1位 表示も実現



ニキペディア

リフォーム実績（3月末）

「ニキビ 薬(22,000)」3位→1位
「おしり ニキビ(4,400)」11位→5位

「ニキビ 芯(9,900)」14位→9位



よりよいコンテンツ企画には
検索意図の理解が重要



AIで改善ポイントをミエルカ!

分析/抽出に約５分
明日から改善できます!!



Step1.サジェストKWで網羅性を

Step2.上位サイトでユーザニーズを

Step3.Q&Aサイトでさらに深掘り

明日から実践できる3ステップ

1つでも実践してみてください!



アンケートにご協力ください
m(_ _)m

ミエルカ無料トライアル
WEB集客 無料診断も実施中


