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検索エンジン最新ニュース
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検索エンジンに関わる最新ニュースをご紹介いたします。

日付 タイトル 概要 詳細

1/9

新しい仕組み「Web Packaging」を
AMPに導入予定

AMPページにアクセスした際、AMPキャッシュ用のURL
を表示させるのではなく、本来のURLを表示する仕組み
「Web Packaging」を2018年後半に実装すると発表。 -

https://amphtml.wordpress.com/2018/01/09/improving-urls-for-amp-pages/

1/10
新しいSearch Consoleの紹介

今まで一部のユーザーのみに公開されていた新しい
Search Consoleのベータ版がすべてのユーザーに公開さ
れました。 P05

https://webmaster-ja.googleblog.com/2018/01/introducing-new-search-console.html

1/11

PageSpeed Insightsにリアルワール
ドデータを導入しました

PageSpeed Insightsに「Chromeユーザーエクスペリエ
ンスレポート」のデータを組み入れることで、ページに関
する実際のパフォーマンスデータが表示されるようになり
ました。 P07

https://webmaster-ja.googleblog.com/2018/01/real-world-data-in-pagespeed-
insights.html

1/18

ページの読み込み速度をモバイル検
索のランキング要素に使用します

2018年7月よりページの読み込み速度をモバイル検索の
ランキング要素として使用することを言及しました。

P08

https://webmaster-ja.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-
search.html

1/24
音声検索の利用動向

ストーンテンプル・コンサルティング社が音声検索の利用
状況に関する調査データを公開しました。 -

https://www.stonetemple.com/voice-usage-trends/

1/24

Search Consoleの「URLの削除」が
一時的に利用できなかった可能性

Search Consoleのヘルプにて、1月24日、25日にかけて
一時的に「URLの削除」が利用できなかった可能性がある
と通知しました。 -

https://support.google.com/webmasters/answer/6211453?hl=en#general

1/25

AMPのケーススタディ
AMPを活用したコスト削減、コンバージョン率や直帰率
の改善、クリック率向上等のケーススタディのハイライト
が共有されました。 -

https://amphtml.wordpress.com/2018/01/25/kicking-off-2018-with-new-amp-case-
studies/

1/30
強調スニペットの種類と仕組み

検索結果の上段に表示される強調スニペットの種類、仕組
みについて、詳しく説明した記事をGoogleが公開しまし
た。 -

https://blog.google/products/search/reintroduction-googles-featured-snippets/
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「Google：新しいSearch Consoleの紹介①」
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今まで一部のユーザーのみに公開されていた新しいSearch Consoleの

ベータ版がすべてのユーザーに公開されました。まだ機能の追加が完了し

ていないため、新しいSearch Consoleが完成するまでは両方のバージョ

ンのSearch Consoleを並行して提供するようです。

今月のトピックス01

新しいSearch Consoleのログイン方法

新しいSearch Consoleのログイン方法は複数あります。

①Search Consoleのアカウント内のリンクから入る

下記メニュー内の赤枠部分をクリックするとログインできます。

②メッセージ内のリンクから入る

新しいSearch Consoleのベータ版公開後、多くのアカウントにメッセージが送

られるようになりました。赤枠部分をクリックするとログインできます。

➂直接アクセスする

下記、URLより直接アクセスできます。

「https://search.google.com/search-console」
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新しいSearch Consoleの主な機能（2018年2月5日時点）

新しいSearch Consoleの主な機能は下記です。

・掲載結果レポート（検索パフォーマンスレポート）

Googleの検索結果での対象サイトの表示回数、クリニック数、平均CTR、平均

掲載順位などを見ることができます。今までと違って、確認できるデータの期

間が3か月から16か月に伸びました。

・インデックス登録の対象範囲のステータスレポート

Googleがクロールを試みたサイト上のすべてのページのインデックスステータ

スを確認することができます。今までと違い、ステータスごとにインデックス

状況を細かく確認できます。

・AMP ステータスレポート

Googleの検索結果でのAMPページの表示結果を確認することができます。問題

のあるAMP ページを修正して「修正を検証」をクリックすると、Googleに

ページの再クロールをリクエストすることができます。

各項目の詳細な説明は下記のヘルプをご覧ください。

https://support.google.com/webmasters/topic/7440006?hl=ja&ref_topic

=4558844

※「サイトマップレポート」は今までの機能と大きな変更はなく、「求人情報

ステータス レポート」は日本未導入のため、今回は説明を省いています。

「Google：新しいSearch Consoleの紹介②」

今まで一部のユーザーのみに公開されていた新しいSearch Consoleの

ベータ版がすべてのユーザーに公開されました。まだ機能の追加が完了し

ていないため、新しいSearch Consoleが完成するまでは両方のバージョ

ンのSearch Consoleを並行して提供するようです。

今月のトピックス01
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「Google：PageSpeed Insightsにリアルワールドデータを導入しました」
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PageSpeed Insightsはページのパフォーマンスを測定し、改善方法を確

認できるツールです。今までページ速度に関する実際のデータを見ること

はできませんでしたが、 Chromeユーザーエクスペリエンスレポート

（Chromeユーザーの実際のデータ）を組み入れることで、ページに関す

る実際のパフォーマンスデータが表示されるようになりました。

今月のトピックス02

新しいPageSpeed Insightsの概要

今回の変更で、スコアは「速度スコア」と「最適化スコア」の2つに分けられ、

「ページの読み込み分布」という項目が新たに追加されました。各項目の分析

は、First Contentful Paint（FCP）と DOMContentLoaded（DCL）という指

標を基に行われ、どれくらい最適化されているかを点数化し、その点数をそれ

ぞれ3段階で評価しています。

次ページにてご案内します「Speed Update」への対策として、PageSpeed

Insights上の課題を改善することは有効な手段です。ぜひ、ご検討ください。

各項目の詳細な説明は下記をご覧ください。

https://developers.google.com/speed/docs/insights/about
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これまでPC検索のみのランキングシグナルとして使用していたページの

読み込み速度を、2018年7月からモバイル検索でもランキングシグナルと

して使用することを言及しました。今月のトピックス03

アップデートの概要

今回のアップデートは「Speed Update」と呼ばれており、ページの読み込み

速度がユーザーにとって本当に遅いと感じさせるページのモバイル検索のラン

キングを下げるアルゴリズムです。アップデートの時期は2018年7月、アップ

デートの影響はごくわずかな割合のクエリとしています。

また、検索意図は引き続き非常に強いランキングシグナルなので、ページの読

み込み速度が遅くても、検索クエリと関連性が高く有益なコンテンツであれば、

上位にランクインする可能性があるとも言及しています。

ページのパフォーマンス改善に役立つツール

「Speed Update」の影響を受けたかどうかを直接知ることができるツールは

ありませんが、ページのパフォーマンスを知ることができるツールとして下記

ツールの活用を推奨しています。

・RAILモデルでパフォーマンスを計測する

・Leveraging the Performance Metrics that Most Affect User Experience

・Chrome のユーザー エクスペリエンス レポート

・Lighthouse

・PageSpeed Insights

過去にGoogleは、モバイルサイトの読み込みが3秒以上かかる場合、53%の

ユーザーが離脱すると言及しています。ページの表示速度は3秒以内を目安とし

て改善すると良いでしょう。そのほか、ページの表示速度は下記のツールでも

確認できます。参考として、ご活用ください。

「Google Test My Site」

https://testmysite.withgoogle.com/intl/ja-jp
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Webマーケティングに関わるイベントやセミナーなどお役立ち情報をご紹介いたします。

Web担当者Forumミーティング 2018春

2018年4月18日（水）

ベルサール汐留

https://webtan.impress.co.jp/events/201804

デジタルマーケターズサミット 2018 Winter

2018年2月28日（火） 10:00～18:00

ステーションコンファレンス東京

https://webtan.impress.co.jp/events/201802

コンテンツマーケティングジャパン2018

2018年2月13日（火）～14日（水）10:00～17:30

東京ビッグサイト

http://contentmarketingjapan.com/

マーケティング・テクノロジーフェア 2018

2018年2月13日（火）～14日（水）10:00～17:30

東京ビッグサイト

https://www.tfm-japan.com/

イーコマースフェア 2018 東京

2018年2月13日（火）～14日（水）10:00～17:30

東京ビッグサイト

http://www.ecommerceexpo-japan.com/
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検索ランキングの変動状況サマリー
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2018年1月の検索ランキングに関するサマリーコメント

Googleの検索ランキング変動率の推移（2018/1/1～2018/1/31）

弊社が対策しているキーワードにおいて、1月2日、15日から19日、27日から31日付近で中規模

な変動が確認されました。多少の日にちのズレはありますが、15日から19日、27日から31日付

近においては、弊社が観測しているさまざまな検索クエリでも同様に変動が確認されています。

特定のアルゴリズムが実装された、更新された等の情報は現時点で確認されていません。

全体を通して、独自のコンテンツが少ないサイトやページテーマが明確でないサイトが影響を受

けやすい傾向にあるため、該当するサイトは改善に努めましょう。

※変動率に使用したデータ：
上位表示される難易度に応じ、フルスピードが独自に選定しモニタリングしているビッグキーワード・ミドルキーワード・ス
モール／複合キーワードの数千キーワードのデータを使用、独自の計算に基づき算出しています。
Googleの公式発表ではありませんのでご注意ください。

グラフの項目
全体 弊社で観測している様々なキーワードも含む市場全体の順位変動傾向
フルスピード 弊社で対策を実施しているキーワードの順位変動傾向
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Yahoo! JAPAN 2018年1月 キーワード ウィークリーランキング
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Yahoo! JAPANで検索されたキーワードの週間ランキングをご紹介します。

1月は「年賀状」 「年賀はがき」「大学入試センター試験」などの1月に関連するキーワードのほか、天

候関連のキーワード、「ビットコイン」関連のキーワードの検索数が多い傾向にありました。

参照元：「 Yahoo!検索データ」 https://searchranking.yahoo.co.jp/

2018年1月1日～

2018年1月7日

2018年1月8日～

2018年1月14日

2018年1月15日～

2018年1月21日

2018年1月22日～

2018年1月28日
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バレンタイン関連

バレンタイン ランキング バレンタイン メッセージ バレンタイン メッセージカード 高カカオチョコレート

手作りチョコ 生チョコ レシピ 生チョコ レシピ 簡単 生チョコ レシピ 人気

マシュマロ チョコ カップケーキ バレンタイン 生チョコタルト 生チョコ ラッピング

ホワイトデー関連

ホワイトデー チョコ ホワイトデー お返し ホワイトデー 人気 ホワイトデー お返し 人気

ホワイトデー お返し 彼女 ホワイトデー お返し 意味 ホワイトデー お返し お菓子 ホワイトデー クッキー

ひな祭り関連

ひな祭り レシピ ひな祭り ケーキ ひな祭り 飾り ひな祭り お菓子

卒業、入園・入学関連

卒園式 服装 ママ 卒園式 スーツ 卒業式 髪型 卒業ソング

入園準備 入園式 服装 ママ 入園式 スーツ 保育園 入園式 服装

入学準備 入学式 バッグ 入学式 スーツ レディース 入学祝い

新生活関連

ダイニング 照明 子ども用家具 照明器具 キッズ家具

天井照明 ベビー家具 収納家具 新生活

病気関連

花粉症 花粉症 対策 花粉症 症状 花粉症 薬

花粉症 ヨーグルト インフルエンザ 解熱剤 漢方薬 コレステロール改善薬
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Yahoo! JAPAN 2018年2月の検索トレンド予想

Yahoo! JAPAN が2月に検索数の上昇が予想されるキーワードを公開しました。一部抜粋し、ご紹介し

ます。2月の検索トレンドは、2月のイベント「バレンタイン」のほか、3月のイベント「ひな祭り」

「ホワイトデー」や「卒業、入園・入学」「病気」に関するキーワードに検索ニーズが集まることが予

想されます。

参照元：「 Yahoo!プロモーション広告」 https://promotionalads.yahoo.co.jp/online/kw_jan2018.html



月刊SEOレポート 2018年2月版

- Monthly SEO Report  Vol.94 -

発行 2018年2月5日

発行者 クリエイティブコミュニケーション部

SEOコンサルタント 岡

発行所 株式会社フルスピード（http://www.fullspeed.co.jp/）

東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー8F

03-5457-7708

1. 当社が独自に調査した結果をまとめた2018年1月末の情報です。

2. 全体傾向をまとめたレポートとなりますので、お客様サイトの状況と

合致していない内容も含まれていることをご理解ください。

3. 無断複製・無断配付・無断公開は禁止しております。
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