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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

5/8

画像公開に関するGoogleの
ガイドラインの更新

画像公開に関するガイドラインが更新されました。
Googleの画像検索に表示させる可能性を高めるため
に、ガイドラインに沿った対応を行いましょう。 -

https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=ja

5/8

Google、AMP改善に向けて
web packagingのテスト開始

AMPページにアクセスすると現時点ではAMP用の
URLが表示されます。本来のURLを表示させるため、
webpackagingを有効にするテストを開始したこと
を共有しました。 -

https://amphtml.wordpress.com/2018/05/08/a-first-look-at-using-web-
packaging-to-improve-amp-urls/

5/9

モバイルフレンドリーテストと
リッチリザルトテストに新機能追
加

モバイルフレンドリーテストとリッチリザルトテス
トにレンダリング検証とJavaScript検証の機能が追
加されました。 -

https://twitter.com/googlewmc/status/994274013718265856

5/25
/14

Google検索結果のスニペットの
文字数調整

Google検索結果に表示されるスニペット
(description)の文字数を調整しているようです。

-
https://searchengineland.com/google-confirms-it-shortened-search-results-
snippets-after-expanding-them-last-december-298196

5/16

Googleアシスタントにあなたの
レシピを届けましょう

レシピに関する構造化データに新たに4つのプロパ
ティが追加されました。

-
https://webmaster-ja.googleblog.com/2018/05/send-your-recipes-to-google-
assistant.html

5/17
Chrome69以降のUI変更

GoogleはChrome69、70でラベル表示のUIを変更
することを共有しました。 P6

https://blog.chromium.org/2018/05/evolving-chromes-security-indicators.html

5/25

総務省：平成29年通信利用動向
調査の結果

総務省が平成29年（2017年）の通信利用動向調査
の結果を公開しました。 P7

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/180525_1.pdf

5/11

ウェブマスターとコンテンツ ク
リエイターの方々のお役に立つた
めに

Googleはサイト運営者に向けたサイトを複数展開し
ています。その中でGoogleがおすすめしたいサイト
をまとめて紹介しています。 P5

https://webmaster-ja.googleblog.com/2018/05/helping-webmasters-and-
content.html
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「Google：ウェブマスターとコンテンツ クリエイターの方々のお役に立つために」
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Googleはサイト運営者に向けたさまざまなサイトを展開しています。そ

の中でGoogleがおすすめしたいサイトをいくつかまとめて紹介していま

す。今回は、さらにその中でSEO観点で重要なコンテンツをいくつか紹介

したいと思います。

今月のトピックス01

SEO観点で重要なコンテンツ

・検索エンジン最適化（SEO）スターターガイド

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=ja

SEOの基本について包括的に解説されているサイト運営初心者向けのガイドです。

・ウェブマスター向けガイドライン（品質に関するガイドライン）

https://support.google.com/webmasters/answer/35769

Google検索において、サイトの掲載に悪影響が出ないようにするための基本方針や

ガイドラインを紹介しています。ガイドライン違反の場合、Googleインデックスか

ら削除されたり、手動によるスパム対策の影響を受ける可能性があります。適切な

サイト運営をするためにも必ず確認しておきましょう。

情報収集のためのおすすめコンテンツ

・Google ウェブマスター ヘルプ フォーラム

https://productforums.google.com/forum/#!forum/webmaster-ja

フォーラムは、Search Consoleの使い方やインデックスなどに対する質問をしたり、

その答えを見つけたりすることができるユーザー同士のコミュニティです。何か不

明な点があれば、こちらで質問したり、答えを探してみましょう。

・ウェブマスター オフィスアワー

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKoqnv2vTMUM8wruZ8n9hmv8951fFmxok

Google検索に関するさまざまな質問に対して、オンライン形式でGoogle社員が答え

てくれるコンテンツです。不定期開催ですので、Googleウェブマスターカレンダー

で事前に予定を確認しておきましょう。
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「Google：Chrome69以降のUI変更」
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GoogleはChrome69でHTTPSページに対するUIを変更し、Chrome70よ

り非HTTPSページに対するUIを変更することを共有しました。

今月のトピックス02

Chrome69の変更

今まで英語では「Secure」、日本語では「保護された通信」とのラベルが表示され

ていました。2018年9月にリリースされるChrome69から下記赤枠のように、ラベ

ルと「https://」の表記がなくなり、鍵のアイコンだけが残ります。

Chrome70の変更

2018年10月にリリースされるChrome70から、文字を入力した瞬間に下記赤枠のよ

うにラベルが赤色に反転して、保護されていないことを強調する仕様になります。
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「総務省：平成29年通信利用動向調査の結果」
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総務省が平成29年（2017年）の通信利用動向調査の結果を公開しました。

スマートフォン、パソコンなどのインターネット利用傾向やクラウドサー

ビスに対する企業の利用動向、インターネットを利用する際に不安に思っ

ていることなどを調査しています。

今月のトピックス02

13歳～49歳までの年齢層において、

スマートフォン利用の割合がパソコ

ンを上回っている傾向にあります。

また、スマートフォンを保有してい

る世帯の割合がパソコンを保有して

いる世帯の割合を平成29年に上回り

ました。
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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。

デジタルマーケターズサミット

2018年8月24日（金）

ステーションコンファレンス東京

https://webtan.impress.co.jp/e/2018/04/01/28429

クラウド&データセンターコンファレンス 2018 Summe

2018年7月3日（火） 13:00 ～ 17:20

TKPガーデンシティPREMIUM神保町

https://b-event.impress.co.jp/event/clouddcc2018summer/

販促・マーケティングの総合展示会夏

2018年7月4日（水）～7月6日（金）10:00 ～ 18:00

東京ビッグサイト

http://www.sp-world.jp/summer/Home/

宣伝会議インターネット・マーケティングフォーラム2018

2018年6月5日（火）、6月6日（水）

ANAインターコンチネンタルホテル東京

https://www.net-mc.jp/

Marketing Special DAY

2018年6月22日(金) 10:00 ～ 19:00

ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター

http://itmedia.marke-media.net/seminar/marketing_sp4/
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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5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（2018/5/1～2018/5/31）

5月は先月ほど変更幅が大きくはないですが、引き続き、不安定な状況が続いた月でした。

Googleより特定のアップデートを行ったというアナウンスは現時点ではございません。

弊社が観測しているキーワードでは、特に24日～27日付近の変動幅が大きい傾向にありました。

順位変動の動きとしては、順位が変動して数日後に元の順位に戻るケースと、順位変動が続く

ケースの2パターンがありました。いずれのケースにおいても、順位変動の影響を受けやすいサイ

トは検索キーワードとの関連性に課題があるケースが多いため、サイト内のコンテンツ内容、サ

イト構造などを見直すと良いかもしれません。

※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6月の検索トレンド予想

Yahoo! JAPAN が6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。6月は5月に引き続き「父の日」「梅雨」「夏休み」などの事柄に関するキーワードに検索ニーズ

が集まる他、美容に関する検索ニーズが集まることが予想されます。

参照元：https://promotionalads.yahoo.co.jp/online/kw_jun2018.html

父の日関連

父の日 ギフト 父の日 プレゼント 父の日ギフトランキング 父の日 プレゼント ランキング

父の日 いつ 父の日 メッセージ 父の日 健康グッズ 父の日 ポロシャツ

父の日 お酒 父の日 ビール 父の日 スイーツ 父の日 花

梅雨関連

梅雨入り 梅雨入り 関東 大雨 大雨警報

雨雲の動き 雨雲レーダー 梅雨明け 雨の日 お出かけ

レインブーツ レインシューズ レインコート レディース レインブーツ レディース

レインポンチョ レインハット 長傘 ビニール傘

夏のイベント関連

夏休み イベント 夏休み 家族旅行 韓国 旅行 ブータン 旅行

七夕 七夕 由来 七夕飾り 七夕飾り 折り紙

花火大会 花火大会 2018 東京 花火大会 2018 花火 イラスト

海の日 海水浴場 ナイトプール プールバッグ おしゃれ

美容関連

脱毛 人気 脱毛 サロン ランキング 脱毛 評判 脱毛 痛くない

脱毛 全身 脱毛 vio 脱毛 顔 脱毛スプレー

脱毛 子ども かかとケア かかと 角質ケア ハンドケア

家電関連

携帯扇風機 扇風機 卓上 扇風機 ランキング 扇風機 人気 ランキング

扇風機 usb エアコン カビ 除湿機 除湿機 おすすめ
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Yahoo! JAPAN 2018年販促カレンダー ≪7・8・9月版≫

Yahoo! JAPAN が2018年7~9月の販促カレンダーを公開しました。「七夕」「夏祭り」など、夏のイ

ベントに関する検索ニーズが集まる他、10月のイベント「ハロウィン」の検索ニーズが9月より増える

ことが想定されるようです。

参照元：https://promotionalads.yahoo.co.jp/online/calendar_summer2018.html
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1. 当社が独自に調査した結果をまとめた2018年5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。
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